イラスト
パソコン甲子園２０１７いちまいの絵ＣＧ部門入選者
好文学園女子高等学校 山根 栞さん

本選開催日

2018年

17日 ・18日 会津大学

11月
競
技
実施日程

会

土

プログラミング 部門

本選 出 場校 5 0 音 順

日

１７日(土) 13:45〜17:45
１７

13:45〜17:45
抽選会

明石工業高等専門学校（兵庫県）

静岡県立浜松工業高等学校（静岡県）

N高等学校（沖縄県）
大阪府立大手前高等学校（大阪府）
大阪府立淀川工科高等学校（大阪府）
沖縄工業高等専門学校（沖縄県）
海城高等学校（東京都）
開成高等学校（東京都）
海陽中等教育学校（愛知県）
香川高等専門学校（香川県）
北九州工業高等専門学校（福岡県）
京都市立堀川高等学校（京都府）
久留米工業高等専門学校（福岡県）
慶應義塾高等学校（神奈川県）
神戸市立科学技術高等学校（兵庫県）
埼玉県立大宮高等学校（埼玉県）

仙台高等専門学校（宮城県）
筑波大学附属駒場高等学校（東京都）
東京工業高等専門学校（東京都）
東京都立両国高等学校（東京都）
鳥羽商船高等専門学校（三重県）
灘高等学校（兵庫県）
奈良工業高等専門学校（奈良県）
広島学院高等学校（広島県）
福島県立会津工業高等学校（福島県）
福島県立福島工業高等学校（福島県）
宮崎県立宮崎西高等学校（宮崎県）
横浜市立南高等学校（神奈川県）
米子工業高等専門学校（鳥取県）
和歌山県立紀北工業高等学校（和歌山県）

（東京都） プログラミング
鈴鹿工業高等専門学校
（三重県）
部門
競麻布高等学校
技 実 施日程
日(土)

主催／会津大学、福島県、全国高等学校パソコンコンクール実行委員会
問い合わせ先
〒965-8580

場

モバイル 部門

HPは
こちらから！

１８日(日) 9:00〜11:30

競技を観戦して、
素敵なプレゼントをGETしよう！

１８

モバイル
部門
モバイル部門を観戦して、
アンケートに答えると

日(日) 9:00〜11:30
抽選で福島県の特産物などをプレゼント！！

共催／全国高等学校長協会、会津若松市、福島県教育委員会

全国高等学校パソコンコンクール実行委員会事務局 TEL：0242-37-2532

福島県会津若松市一箕町鶴賀字上居合 90 会津大学内

入場無料

メールアドレス：pc-proj@u-aizu.ac.jp

FAX：0242-37-2546

ウェブサイト：http://www.u-aizu.ac.jp/pc-concours/

第1６回全国高等学校

パソコンコンクール本選大会
今年も全国の高校生等を対象に
「パソコン甲子園」
を開催します。第1６回目と
なる今大会は全国から748チーム1,794名の応募があり、予選を勝ち抜いた35チ
ーム76名が会津大学を会場に本選を行います。福島県内からは2チームが本選
に出場します。

本 選
開催日

17
18

11月17日18日
2018年

土

日
日

日

土

審査委員

日

併催イベントのご案内

i Padプログラミング教室
小学生対象。i Padのアプリを使った簡単なプログラミングが体験できます。
（先着15名事前予約制）

◆ゲームの広場 ◆
会津大学生サークル
「企画開発部」
が開発したゲームを体験できます。

主

今年の入選作品を展示します。

による無料
豚汁コーナー◆

檜山 巽

美術作家、
グラフィックデザイナー、
アートディレクター

矢沢久雄

グレープシティ株式会社アドバイザリースタッフ

競技を観戦して、

◆協賛企業ブース◆
パソコン甲子園協賛企業の
紹介をします.

◆VR体験イベント◆
会津大学生サークル
「VR部」
が開発した
VRを体験できます。

モバイル部門を観戦してアンケートに答えると
抽選で福島県の特産物などをプレゼント！
！
会津東山温泉 原瀧本館 ペア宿泊券 …………………… 1名
スパリゾートハワイアンズ 入場券(大人２名) ………… 3名
株式会社リオン・ドールコーポレーション リオン・ドール商品券 1,000円分 …… 2名
会津天宝醸造株式会社 塩糀 ………………………… 12名
会津よつば農業協同組合 JA会津りんごジュース(6缶パック)… 5名
株式会社河京 赤べこ2食手提げ(喜多方ラーメン) …… 5名
株式会社かんの屋 純米煎餅うに
（5枚入り袋）………… 5名
株式会社太郎庵 会津のこころ
（5個箱入り） …………… 3名
株式会社柏屋 クリームサンドクッキー野の花（6枚入り）… 3名
11月18日(日)8:45から研究棟のモバイル部門会場受付で応募
用紙を配布します。その後競技を観戦し、応募用紙に必要事項
を記入して競技終了から11:45までの間に受付で応募してくだ
さい。
当選者番号を11月18日
(日)13:30に講堂受付及
び研究棟併催イベント会
場に掲 示します。
賞 品は当日お渡しします。

注意事項

アジア各国の高校生が制作した
CG作品を展示します。

テクノロジージャーナリスト・コンサルタント
James Dyson財団理事、カタヤブル学校 副校長

当選者発表

CG作品上映・展示◆

◆いちまいの絵
CG部門入選作品の展示◆

◆
「山際食彩工房」

林 信行

応募方法

◆アジアグラフ

ゲームシナリオライター、株式会社タカギズム

GETしよう！

CoderDojo Aizuとのコラボ企画。電子工作とプログラミングの体験ができます。
お申込みは右記ウェブサイトまで。 http://coderdojoaizu.strikingly.com/

星賢孝氏写真展、
只見線関連グッズを
販売します。

高木敏光

主席研究員

東京通信大学教授 早稲田大学名誉教授
公益財団法人情報科学国際交流財団 理事長
特定非営利活動法人 情報オリンピック日本委員会 理事長

会 素敵なプレゼントを
抽選

プログラミング教室

◆只見線応援イベント◆

株式会社角川アスキー総合研究所

筧 捷彦

12:45〜13:10 開会式
13:45〜17:45 プログラミング部門競技
9:00〜11:30 モバイル部門競技
13:30 抽選会当選者発表
14:15〜15:15 表彰式

遠藤 諭

小学生以下の応募者には、保護者
が必ず付き添ってください。
また、
11月18日(日)15:45までに賞品の
受け取りがない場合は、
当選無効と
なりますのでご注意ください。

催／ 会津大学、
福島県、
全国高等学校パソコンコンクール実行委員会

共 催／ 全国高等学校長協会、会津若松市、福島県教育委員会
後 援／

総務省、文部科学省、経済産業省、一般社団法人情報処理学会、独立行政法人情報処理推進機構、公益財団
法人全国商業高等学校協会、公益社団法人全国工業高等学校長協会、
日本私立中学高等学校連合会、独立
行政法人国立高等専門学校機構、一般社団法人福島県情報産業協会、一般社団法人宮城県情報サービス
産業協会、特定非営利活動法人福島県ベンチャー・SOHO・テレワーカー共働機構、特定非営利活動法人会
津NPOセンター、特定非営利活動法人情報オリンピック日本委員会、日本Androidの会、
日経Linux、日経
ソフトウエア、
会津若松ワシントンホテル、株式会社角川アスキー総合研究所、NHK福島放送局、共同通信
社福島支局、
テレビユー福島、東日本電信電話株式会社福島支店、
ふくしまFM、株式会社東邦銀行、株式会
社福島銀行、
福島中央テレビ、
福島テレビ、福島放送、福島民報社、福島民友新聞社、ラジオ福島

協賛（50音順）／株式会社アイヴィス、株式会社IHI、株式会社アイグローブ、株式会社アイザック、会津オリンパス株式会社、株式会社Eyes,JAPAN、
会津商工信用組合、株式会社会津ゼネラルホールディングス、公益財団法人会津地域教育・学術振興財団、会津天宝醸造株式会社、会津よつば農業
協同組合、株式会社会津ラボ、株式会社アクティブ・ワーク、有限会社アジア電気、株式会社飛鳥、株式会社【A HotDocument】、アルパイン株式会社、
株式会社EWMファクトリー、岩通マニュファクチャリング株式会社、株式会社 ウェブレッジ、株式会社SRA、株式会社エヌ・エス・シー、株式会社エ
ヌジェーケー、株式会社FSK、株式会社FSKパブリック、株式会社エフコム、株式会社柏屋、株式会社河京、株式会社かんの屋、株式会社北日本金型工
業、グレープシティ株式会社、株式会社グローバルネットコア、株式会社ゴーガ解析コンサルティング 、株式会社サードウェーブソリューション
ズ、有限会社サガラ印刷所、株式会社GClue、株式会社シグマ、株式会社シンク、常磐興産株式会社スパリゾートハワイアンズ、株式会社スズコウエ
ンジニアリング、株式会社セルシス、株式会社ソニックス、玉川エンジニアリング株式会社、株式会社太郎庵、株式会社ティービーケー・システムエ
ンジニアリング、株式会社デザイニウム、株式会社東邦銀行、東北リズム株式会社、株式会社ドワンゴ、株式会社ナディス、日商エレクトロニクス株
式会社、日本アドバンス・テクノロジー株式会社、ネットワンシステムズ株式会社、株式会社はてな、合同会社ピーシーアシストAIZU、株式会社東日
本計算センター、株式会社福島県中央計算センター、福島コンピューターシステム株式会社、株式会社福島情報処理センター、富士通アイソテック
株式会社、プリマックス株式会社、株式会社ボーンデジタル、株式会社マイクロアーツ、株式会社マコト精機、三菱伸銅株式会社若松製作所、株式会
社ミンナノチカラ、株式会社メカテック、株式会社メルカリ、山本商事株式会社、株式会社リオン・ドール コーポレーション、ルービィ工業株式会
社、若松ガス株式会社、株式会社ワコム

お問い合わせ先

全国高等学校パソコンコンクール実行委員会事務局 TEL ： 0242-37-2532

〒965-8580福島県会津若松市一箕町鶴賀字上居合90会津大学内 メールアドレス：pc-proj@u-aizu.ac.jp

FAX：0242-37-2546

ホームページアドレス：http://www.u-aizu.ac.jp/pc-concours/

