全国高等専門学校デザインコンペティション 2017 in 清流の国ぎふ
メインテーマ【デザインが天下を制する】

空間デザイン部門

本選要項

テーマ：
「物語（ナラティブ）を内在する空間」
１．本選について
【日程】１２月２日（土）～３日（日）
【会場】じゅうろくプラザ
〒500-8856 岐阜市橋本町 1 丁目 10 番地 11 TEL.058-262-0150（代）
２．当日スケジュール
１２月２日（土）
時

間

内 容

場 所

8:30～10:00

展示スペースの設営

４階 研修室２,３

9:00～10:00

受付・データ提出(CD 又は DVD)

４階 受付

10:00～10:20

開会式

２階 ホール

10:30～11:20

特別講演会

２階 ホール

11:30～12:00

オリエンテーション

４階 研修室１

12:00～13:00

昼食

４階 控え室他

13:00～17:00

ポスターセッション

４階 研修室２,３

17:30～18:30

学生交流会(※)

２階 ホール

18:00～20:00

教員：情報交換会

１階 レストラン

１２月３日（日）
時

間

8:30～9:00

内 容
パワーポイント等データ提出(CD 又は DVD)

場 所
４階 受付

PC 動作確認

研修室１

9:00～12:10

プレゼンテーション

４階 研修室１

12:10～13:00

昼食

４階 控え室他

13:00～14:00

公開審査

４階 研修室１

14:00～14:45

構造部門講評・創造部門講評

２階、５階

15:00～16:00

閉会式

２階 ホール

16:00～17:00

撤収・搬出

４階

※ポスターセッション終了後から 19:00（予定）まで、ポスターセッションブースの写真
を撮影します。写真撮影終了まで、ブース内の移動、変更等は出来ません。

３．本選審査に向けて
本選までの期間、審査員からのブラッシュアップコメントを参考に、作品をブラッシュア
ップしてください。
４．審査方法
４．１ ポスターセッション（４階研修室２,３）
（１）各チームの展示スペースは、幅 1,800mm 奥行き 1,200mm 高さ 1,800mm の空間としま
す。
（２）指定されたポスターと模型を中心に、展示スペース内で作品の世界を自由に表現し
てください。
（３）展示会場へはエレベーターを利用するため、エレベーターのかご室寸法（幅
1,600mm、奥行き 1,500mm、出入口幅 900mm）で搬出入出来る様に工夫してくだ
さい。
（４）発表は、1 チームあたり、説明 7 分、質疑応答 8 分とします。
（５）ポスター・模型を展示するために以下のものが用意されています。
展示パネル（W=900mm、H＝1,800mm）2 枚
机（1,800mm×600mm）1 台
椅子 1 脚
（６）展示スペースに電源が必要な場合は事前に連絡してください。延長ケーブルの必要
長さを連絡します。なお、延長ケーブルは各チームで用意してください。
（７）発表時に指示棒を貸し出します。
（８）使用言語は日本語とします。
４．２ プレゼンテーション（４階研修室１）
（１）スクリーン上のパワーポイント等と、模型スペースの模型用の CCD カメラ、ビデ
オカメラを使用し、作品と連携して発表してください。
（２）会場の都合により、ポスターセッションと、プレゼンテーションの会場が異なるの
で、模型等は移動に対応できること、移動時間が短いため、速やかに移動できるよう
効果的に作成してください。
（３）発表用ノートパソコンを持参してください。また、会場で用意するプロジェクター
の接続ケーブルはミニ D-Sub 15pin（オス）です。HDMI やマッキントッシュなど
異種端子のパソコンを使用する場合は、必ず接続アダプターを持参してください。
（４）発表順は、登録番号順とします。
（５）演台と模型スペースは離れています。CCD カメラ操作は、模型スペースで行って
頂きます。
（６）発表は 1 チームあたり発表 7 分、質疑応答 6 分、交代 1 分とします。なお、模型
スペースは 2 カ所用意するので、次発表者は空いている模型スペースに発表中に移

動させること。
（７）会場で準備されているものは、プロジェクター、スクリーン、CCD カメラ、ビデ
オカメラ、レーザーポインターです。
（８）使用言語は日本語とします。
４．３ 公開審査（４階研修室１）
（１）必要に応じて回答を求められる場合があります。
（２）最優秀賞（１点）
、優秀賞（２点）
、審査員特別賞（２点）を選出します。
５．提出物と提出方法、提出先
５．１ 提出物と提出方法
提出物
1

コンセプトを最も明確に説

提出方法
幅 1,800mm 奥行き 1,200mm 高

当日持参

明できる模型

さ 1,800mm の空間に納るもの。 または、12 月 1 日

2

・A1 版パネル１枚（横向き）

( 金 )14:00 ～ 16:00

・3mm パネルに貼付け

日付・時間帯指定

最新版プレゼンテーション

ポスター（予選用プレゼンテー
ションポスターをブラッシュア

で会場に送付（郵

ップしたもの）

送・宅配）

3

補足用のプレゼンテーショ

・A1 版パネル（横向き）

ンポスター（2 のポスターだけで

・3mm パネルに貼付け

は説明出来ない場合に作成）

枚数制限はありません

4

CD-R 又は DVD-R

最新版プレゼンテーション

用ポスター及び補足用プレゼン

1 枚にまとめて提出してくださ

テーションポスターの PDF デー

い。

タ
5

プレゼンテーション用デー

タ（パワーポイント等）

CD-R 又は DVD-R

12 月 3 日(日)8:30

ポスターセッションでの審査員

～9:00 4 階受付

のコメントを反映・修正してく
ださい。
（１）事前に作品を宅配便等で送付する場合は、12 月 1 日(金)14:00～16:00 の日付・時間
帯指定としてください。着払いは不可。なお、作品輸送時の破損については応募者で対
応し、事務局は一切責任を負いません。
（２）事前送付物は梱包状態のまま会場に置いておきますので、各チームで設営してくださ
い。
（３）別紙１の必要事項記入した用紙を、梱包の外側に貼付けてください。

５．２ 送付先
〒500-8856 岐阜市橋本町 1 丁目 10 番地 11 TEL.058-262-0150（代）
じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター）
４階 研修室２ 気付 デザコン空間担当宛
６．その他
（１）本選参加者は、予選応募要項の９に記載のとおり予選審査費及び本選参加費を振り込
んでください。
（２）予選提出作品は返却しませんが、模型、最新版プレゼンテーションポスターはお持ち
帰りください。会場内には残置しないでください。
（３）作品搬送のための宅配便（日通、着払い）窓口を、撤収、搬出時に設けます。
（４）応募作品の著作権は基本的に製作者に帰属しますが、主催者の使用を妨げないものと
します。
（５）オフィシャルブックには応募作品と共に参加者、担当教員の氏名が記載されます。ま
た、肖像権の取扱については、参加者からの申出がない場合、肖像権の使用に同意をい
ただいたものとします。
（６）ポスターセッション会場の下見は、１２月 1 日 16:30-17:00 の間、行うことができま
す。
（７）ポスターセッションブースとプレゼンテーション発表順は、12 月 2 日（土）の受付
順に、抽選を行います。
（８）ポスターセッションブースの部屋割りは、準備の都合により変更される場合があるの
で、当日受付で確認すること。
７．問合せ先
下記の担当まで連絡をお願いします。課題内容に関する質疑は受け付けません。
岐阜工業高等専門学校デザコン空間デザイン部門担当事務局
email: dc17-kukan@gifu-nct.ac.jp

別紙１
本選作品（空間デザイン部門）の送付先および送付状
送付業者：どちらでもかまいません。

12 月１日（金）14 時～16 時

「日付・時間帯指定」

着払いでの郵送はお断りしております。なお、作品輸送時の損傷について、大会事務局は一
切責任を持ちませんので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

・送付先 〒500-8856 岐阜市橋本町 1 丁目 10 番地 11
じゅうろくプラザ４Ｆ 研修室 2 気付 デザコン空間担当 宛
TEL.058-262-0150（代）
送付にあたっては梱包物の外側に分かり易く以下の項目を記入した用紙を貼付
して頂くよう、お願いします．
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