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ワークショップコレクションin福岡2020
ワークショップ出展応募要項 2開催趣旨と開催概要

【会　期】… 20２０年 3月１４日（土）・1５日（日）10:00～ 16:00
【会　場】… 九州大学伊都キャンパス…センター2号館
… （福岡県福岡市西区元岡 744番地）
【内　容】… デジタル・電子工作、造形、アートなど幅広いワークショップ
… 九州大学の先生による「九大教授の特別授業」を開催
【参加費】… 入場無料・別途材料費の実費のみ徴収
【対　象】… 未就学児～小学生　※各ワークショップにより異なる
【主　催】… 株式会社グッデイ／特定非営利活動法人CANVAS
【共　催】… 九州大学／福岡市
【後　援】
文部科学省、福岡県、福岡県教育委員会、福岡市教育委員会、北九州市教育委員会、久留
米市教育委員会、糸島市教育委員会、春日市教育委員会、太宰府市教育委員会、福津市教
育委員会、那珂川市教育委員会、大野城市教育委員会、大牟田市教育委員会、直方市教育
委員会、飯塚市教育委員会、八女市教育委員会、筑後市教育委員会、大川市教育委員会、
行橋市教育委員会、中間市教育委員会、筑紫野市教育委員会、宗像市教育委員会、古賀市
教育委員会、福津市教育委員会、うきは市教育委員会、嘉麻市教育委員会、朝倉市教育委員会、
新宮町教育委員会、鞍手町教育委員会、大刀洗町教育委員会、筑前町教育委員会、広川町
教育委員会、田川市教育委員会、柳川市教育委員会、豊前市教育委員会、小郡市教育委員会、
宮若市教育委員会、みやま市教育委員会、宇美町教育委員会、篠栗町教育委員会、志免町
教育委員会、須恵町教育委員会、久山町教育委員会、小竹町教育委員会、桂川町教育委員
会、東峰村教育委員会、大木町教育委員会、香春町教育委員会、添田町教育委員会、糸田
町教育委員会、河崎町教育委員会、大任町教育委員会、赤村教育委員会、福智町教育委員
会、苅田町教育委員会、みやこ町教育委員会、吉富町教育委員会、上毛郡教育委員会、築上
町教育委員会、佐賀市教育委員会、鳥栖市教育委員会、唐津市教育委員会、一般社団法人…
九州経済連合会、福岡商工会議所、超教育協会、九州工業大学、福岡教育大学、TVQ九州
放送、KBC九州朝日放送、FBS福岡放送、RKB毎日放送、TNCテレビ西日本、粕屋町教育委
員会、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日経新聞、西日本新聞（順不同）
【事務局】
ワークショップコレクション…in…福岡運営事務局（株式会社…大広九州）

近年、こどもの新たな学びと創造の場として「ワークショップ」が注目されて
います。日本においても、こどもたちの創造力・表現力を刺激する、優れた
ワークショップ・プログラムが全国各地で実施されており、それらは独自の発
展をとげてきました。ワークショップコレクションは、このようなこども向けワー
クショップ・プログラムの全国普及と発展を目的に、全国に点在するこども
向け「ワークショップ」を一同に集め、一般へ広く紹介する博覧会イベント
です。ワークショップコレクションは、こども向け「ワークショップ」の“…祭典”…
として、全国各地でこども向けワークショップを実施している方々の発表／
交流の場所となり、それらワークショップを体験するこどもたちの集まる場所
となります。

グッデイは”ワークショップ”という教育の手法を広めたい

グッデイは、新しい教育のあり方として”ワークショップ”という手法を全国
に広めている、NPO法人 CANVASの理念に共感し、2016年福岡にて
初の地方開催となる「ワークショップコレクション…in…福岡」を開催しました。
これからの新しい教育”体験型学習”に関心の高い教育意識がある人た
ちに､ 実際に新しい学びの形を実感出来る場としたい思いがあります｡
”ワークショップ”という概念を世の中に周知し広めていくため、グッデイは”
ワークショップコレクション…in…福岡”を開催しています。

開催概要

ご挨拶／本イベントの趣旨

※すべて予定となり、未確定のものを含みます。
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ワークショップコレクションin福岡2020
ワークショップ出展応募要項 3開催趣旨と開催概要

「グッデイ×福岡市×九州大学」産学官コラボレーション企画！ 
伊都キャンパスでお花を植えよう！一人一花ワークショップ
趣味の園芸 WEBサイト「みんなの園芸」による「寄せ植えコンテスト」
で 3年連続受賞の実績を持つグッデイで一番の”園芸マイスター”國
分豊先生によるワークショップを実施します。独自に編み出した、植
物の魅力を最大限に引き出す見せ方にこだわった寄せ植え法は「國分メ
ソッド」と呼ばれ、子どもたちに植物を育てる楽しさやその特性を学
ぶ機会に。子どもたちが植えた草花たちはお持ち帰りいただきます。…
福岡市「一人一花運動」も全面協力！

気分はもう九大生！九州大学の先生による特別授業
様々な分野で活躍している九州大学の先生たちが、前回に続き
ワークショップコレクション… in…福岡 2020において、小学生
のみなさんのために特別授業を実施します。授業をきちんと受
けることができた子どもたちには、特別授業の学位記を進呈！…
前 回 の 授 業 の 様 子 は 下 記 に て ご 覧 い た だ け ま す 。…
https://wsc-fukuoka.jp/news/1138/

主催による特別企画について

福岡市内の小学校で実施した花植えワークショップの様子

前回のようす「南極は地球の玉手箱」小山内　康人先生
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ワークショップコレクションin福岡2020
ワークショップ出展応募要項 4応募要項／応募資格・募集要件

応募者について、特に規定はございません。個人／団体問わず、応募頂
けます。また、応募者はワークショップの運営者・実施者とします。運営・
実施者が複数関与する場合は、連名で応募することも可能です。
※開催概要や過去の状況は、下記リンクよりご参照ください

①こどもたちにとっての、創造の場、表現の場であること…
参加したこどもたちの、創造力・表現力が刺激される、独自性・新規性
の高いワークショップを募集します。デザイン、イラストレーション、
CG、造形工作、電子工作、音楽・映像制作、ゲーム、伝統工芸、DIYな
どデジタル／アナログ問わず、あらゆる分野を募集対象とします。過去
の実施実績の有無は問いません。…
…
②短い実施時間で、多くのこどもたちが参加できること…
イベント当日は大勢の来場者がワークショップに参加されます。できる
だけ多くのこどもたちに、できるだけ多くのワークショップに参加して
もらいたい、というイベント趣旨をご理解いただき、ワークショップの
実施時間は30分以内とし、当日実施にあたり、厳守いただきます。で
きるだけ多くのこどもたちが参加できるようなワークショップ・プログ
ラムをご計画ください。…
※随時受付に近い参加形式で実施できるワークショップ、または途中参
加可能なワークショップを歓迎いたします。…
…
③事前準備から当日の実施・運営まで、責任をもって行えること…
運営事務局は出展者の皆様にワークショップ活動のための「場」を提供
します。ワークショップ出展にかかる事前準備、設営から当日の実施・
運営まで、出展者の皆様ご自身の資源（人的、金銭的等）の範囲内で、
責任をもって実現できるワークショップを募集します。…
※応募後、運営事務局による選考を行います

■WSC 福岡 2020 情報…
・WSC 福岡 2020 開催概要書［PDF：約10MB］…
https://wsc-fukuoka.jp/pdf/plan_summary_2020.pdf…
…
■過去のWSC開催レポート…
・WSC 福岡 2019…実施報告書［PDF：約14MB］…
https://wsc-fukuoka.jp/pdf/WSC2019_report_20190328.pdf…
・WSC 福岡 2018…実施報告書［PDF：約 20MB］…
https://wsc-fukuoka.jp/pdf/WSC2018_report_20180529.pdf…
・WSCミニ 2017…実施報告書［PDF：約12MB］…
https://wsc-fukuoka.jp/pdf/WSCmini2017_report_20170904.pdf

応募資格

ワークショップ募集要件
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ワークショップコレクションin福岡2020
ワークショップ出展応募要項 5出展要項／出展料について

ワークショップ出展（イベント参加）にあたり「出展料」が必要となりま
す。応募・審査選考を経て、正式に出展が決定した応募者は、イベント
へご参加頂く前に、運営事務局（イベント運営担当会社）へ出展料をお
支払いいただきます。…
※ワークショップ出展エントリー・応募自体は無料です
※ブースサイズは出展料により、増減いたします。
※協賛スポンサーによる出展に関する費用やブースの広さは、プランに
より異なります。別途ご案内しますので、事務局までおたずねください。

2020年3月ごろより事務局から請求書を発送いたします。

【出展料に含まれるもの】…
・ワークショップ出展スペース提供…
・ワークショップ基本設備（長机、イス、電源設備）…

【出展料に含まれないもの】…
・ワークショップ実施にかかる一切の費用
　（運営費、材料費、ブース装飾費等）…
・電源使用器具
　（タップ・延長コード等必要な場合、実費でご用意いたします）
・インターネット環境
※主催者は、天災等の不可抗力によりイベントの開催を中止する場合があり、その
際には出展料の一部を返金いたします。

※大型の什器など、搬入が困難なものなどについては事務局が指定のレンタル備品
を代行手配し、準備いたします。別途レンタル費用がかかります。

出展料減額申請について

原則として、ワークショップご出展が決定した皆様には上記の出
展料をお支払いいただきますが、ワークショップ内容の審査と合
わせて審査員による出展料減額の検討を行います。審査に通った
場合のみ減額が認められます。出展料減額申請にあたっては、応
募時に「出展料減額申請」を行ってください。
※出展申込みフォームの「出展料減額申請」に、必要項目をご入
力のうえ、ご応募ください。
※原則としてEプランのブースサイズとなります
約12㎡（w3.75m×d3.2m）

【対象応募者】国公立の機関／教育機関／ NPO 団体／個人
【減額後の出展料】1 万円

応募資格

出展料のお支払い時期
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ワークショップコレクションin福岡2020
ワークショップ出展応募要項 6出展スペース

Aタイプ… 約76.5㎡… w8.5m×d9m…
Bタイプ… 約68㎡… w8.5m×d8m…
Cタイプ… 約68㎡… w8.5m×d8m…
Dタイプ… 約24㎡… w7.5m×d3.2m…
Eタイプ… 約12㎡… w3.75m×d3.2m
※A～Dは原則として協賛スポンサー出展枠となります。出展料減免申請を行う場
合、Eタイプのみを適用します。

※テーブルと椅子をよせた実質使用可能なスペースの寸法になります。
※DおよびEタイプは入口からの通路を含むサイズです

●校舎内の「講義室」（机、イスなどを端に移動した状態での平場）がワー
クショップ出展スペースとなります。原則として、控室などの個室は
ございません。
●一部を除き、同一部屋内に複数個のワークショップが併設されます。
他のワークショップの実施の妨げにならないよう、最大限の配慮をお
願いいたします。
●…会場全体のワークショップ・レイアウトはイベント運営事務局にて決
定させていただきます。
※会場が講義用の教室であるため、ブース位置によって、壁や窓の有無といった施
設条件が異なります。

※出展スペースの間には「仕切り（パーティション）」はございません。「仕切り（パーティ
ション）」をご利用の場合は有料でのレンタルとなります。

※出展スペース範囲内でのワークショップ実施及び、搬入された荷物の保管をご計
画ください。

※別途必要な備品がある場合は、事務局までご相談ください。

出展スペースの利用について

ブースイメージ
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ワークショップ出展応募要項 7出展スペース

会場見取り図



※本資料の無断転載・引用･複写を禁じます

ワークショップコレクションin福岡2020
ワークショップ出展応募要項 8材料費徴収について

「ワークショップコレクション」は、こども向けワークショップの全国普
及と発展を目的とし「できるだけ多くのこどもたちに、できるだけ多くの
ワークショップに参加してもらいたい」というイベント趣旨のもと「入場
無料」にて開催して参りました。

イベント来場者数の増加に伴うワークショップ実施材料費用の負担軽減
のため、参加者から直接「材料費」を徴収することを可能といたしました。
前述のイベント趣旨のとおり、今回のイベントにおいても、極力参加者へ
負担の少ない材料費徴収のワークショップ実施をご検討頂けますよう、
よろしくお願い申し上げます。

参加者からの材料費徴収

材料費の徴収を希望される方へ

「ワークショップコレクション…in…福岡」においても、原則無料で
のワークショップ実施をお願いさせて頂いておりますが、材料費
の徴収を希望される方は、応募の際に徴収予定金額をお知らせく
ださい。（今回の会場利用にあたっては「材料費」のみ徴収が認
められています）…
…
なお、「ワークショップコレクション…in…福岡」においては材料費
の範囲は上限 1,000 円とさせていただきます。…
…
「材料費」徴収にあたっては、金銭授受、徴収作業、釣銭の管理
など全て責任をもって出展者が行っていただきます。…
（主催者は参加者との金銭授受には関与いたしません）…
…
来場者との金銭トラブルを最大限回避できるよう、専用スタッフ
の配置など事前の計画をお願いいたします。
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ワークショップコレクションin福岡2020
ワークショップ出展応募要項 9ワークショップ運営に関する基本ルール

「ワークショップコレクション」は、こども向けワークショップの全国普
及と発展を目的とし「できるだけ多くのこどもたちに、できるだけ多くの
ワークショップに参加してもらいたい」というイベント趣旨のもと「入場
無料」にて開催して参りました。

イベント来場者数の増加に伴うワークショップ実施材料費用の負担軽減
のため、参加者から直接「材料費」を徴収することを可能といたしました。
前述のイベント趣旨のとおり、今回のイベントにおいても、極力参加者へ
負担の少ない材料費徴収のワークショップ実施をご検討頂けますよう、
よろしくお願い申し上げます。

ワークショップ運営

ルールとお願い［その1］
①ワークショップ参加希望者は自身の順番がくるまで

順番に列に並んでお待ちいただきます。
②「 整理券（配布型）」および「予約シート（記載型）」な

どを使用した参加者受付は禁止します。

「整理券」「予約シート」を導入しない理由

「来場者にとってのわかりやすさ」に配慮し、各ワークショップ
の受付方法は、全ワークショップにおいて「整理券」や「予約シー
ト」を使用しない形で統一いたします。ワークショップ参加希望
者は、各ワークショップ・ブースの前から順番に列になっていた
だき、自身の順番がくるまでお待ち頂く形といたします。ご理解
とご協力の程よろしくお願い申し上げます。…
（想定を超える猛烈な混雑が起こった場合、イベント運営会社の
判断で予約シート方式にする場合もありますが、その際の運用は
イベントスタッフにより行います。）

■「整理券」や「予約シート」の発行・運用方針がワークショッ
プごとに異なることにより、来場者の混乱を招く恐れがある
■朝早く来場した一部の参加者しか参加できなくなる恐れがある
■「整理券」「予約シート」の配布や受付の時間を待つための列が
発生し、誘導が煩雑になってしまう…
…
※過去のイベントでは、禁止していた整理券発行を行ってしまっ
たワークショップがあり、来場者の混乱を招きました。結果的
に各ワークショップへのクレームに繋がりますので、くれぐれ
もご注意ください。
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ルールとお願い［その2］

ルールとお願い［その4］

ルールとお願い［その3］

「展示会」「博覧会」という趣旨のイベントであるため、
原則として常時ワークショップが実施されているような
運営計画をお願いいたします。休憩および昼食の際にも
必ずスタッフ内でローテーションを組むなど、常時開催
の状態となるよう事前のご計画をお願いいたします。

参加方式「随時参加方式※１」「定員総入替方式※２」を
問わず、来場者にタイムスケジュールを提示しないで
ください。

★タイムスケジュールの提示をしない理由

■提示した時間通りに運営がいかない場合、大きな混乱
を招いてしまう

■正確な待ち列人数のカウントが困難なため、来場者の
大きな混乱、不満を招く恐れがある 

物販などの販売行為はすべて禁止とさせていただき
ます。共催者や後援名義者との取り決め条件ともなって
おりますので、ご了承ください。

来場者は、ワークショップを行うことに期待して各ワーク
ショップの参加順番待ち列に長時間待ってでも並んでいただ
いています。過去のイベントで、ワークショップ参加希望者
を列に並ばせたまま、突然休憩に入ってしまう出展者が見ら
れました。来場者の混乱を招き、苦情に繋がりますので十分
にご注意ください。

過去のワークショップコレクションで、時間通りに運営がいかず、来
場者の混乱を招いてしまうブースが見られました。

特に「定員総入替方式」ワークショップについては、タイムスケジュー
ルを提示することで参加希望者から「自分がどの回に参加できるか」
という質問を招くことになります。しかし、その質問に答えるためには、
正確に参加希望者数をカウントすることが必要です。「順番待ち列」に
並ぶのは、参加希望者（こども）だけではなく、その兄弟・保護者や
付添いの方も一緒である場合が多く、トイレ等の理由により列を離れ
る人もおり、正確にカウントをすることは大変困難です。数え間違い
により、待ち時間が大幅に変わってしまうことがあり、来場者の苦情
を招いた例が過去にみられました。

※1　席がひとつ空いたら次の参加希望者１人を案内できる形式…
※ 2　一斉に参加者全員が次の参加希望者と交代する形式
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メイン会場のセンター2号館は、学生の講義室として利用されているも
ので、そのままワークショップブースとして利用していただきます。その
ため、会場フロアには一部の残置物（机や椅子等）がございます。予めご了
承をお願いいたします。（会場全フロアにおいて事務局が清掃業者と連携
し事前クリーニング実施…／…会場設備面の安全対策も実施）。
また、黒板のある教室ではマグネットを使用した掲示も可能です。（マグ
ネットは各自でご用意ください）
【お願い】
●ワークショップ修了後は各自できる限りの原状復帰をお願いいたしま
す。特に、塗料や木片などが机や椅子などの設備に付着した場合は、速
やかに拭き取るなどのご配慮とご協力をお願いします。
●教室内の壁面や窓ガラスに掲示物を貼る場合は、原状復帰できること
を念頭に置いての施工をお願いします。
●破損や汚損した場合は、原状復帰費用の負担をお願いする場合があり
ます。
●会場内の共用部に、ものを置かないようお願いいたします。安全にイベ
ント運営するためのご配慮をお願いいたします。

●ワークショップ実施に関する備品の搬入・搬出…
●ブースのレイアウト・全体設営…
●ブースの装飾作業　…
※各ワークショップの説明資料・パネルやその他広報物を設置頂けます。…
●ケーブル等の養生…
※…電源延長ケーブル、養生用テープともにご持参ください。

●…電源について
仮設電源工事にかかる費用を出展者にご負担いただきます。
・…コンセントからの延長ケーブル設置は原則として出展者がご持参
ください。

・…電源容量は厳守ください。
　各教室には1500Wのコンセントがあります。それ以上の電気使用
をされる場合は、別途電気工事費が必要な場合があります。

●…LAN…について
インターネット環境は運営側では提供しておりませんので、ご注意
ください。
・ネット環境が必要なワークショップを実施予定の方は、モバイル
Wi-Fiルータといった、個人の無線デバイスを各々ご使用ください
ますよう、よろしくお願いいたします。

施設利用について

出展者の対応部分

インフラについて（電源/LAN利用など）
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ブースによっては、同一スペース内に複数個のワークショップブー
スが併催されます。他のワークショップの実施の妨げにならないよ
う、最大限の配慮をお願いいたします。隣接するブース間の調整は、
可能な限り運営スタッフが行いますが、出展者同士の話し合いを
もって解決できる、細かい調整事項に関しては、各自での調整をお
願いいたします。

■音響（BGM／マイク／生演奏／ LIVE）…
BGM、マイク、生演奏、LIVE…といった、他のワークショップへの影
響が考えられる要素につきましては、極力お控えください。ワーク
ショップの特性上、どうしても必要な場合、事務局へご相談ください。

■室内照明のON ／ OFF…
同一部屋内での併催の関係上、部屋全体を暗くすることは原則として
できません。ワークショップの特性上、どうしても必要な場合、事務局
へご相談ください。

■ブースレイアウト／装飾…
他ワークショップの運営・実施の妨げになるようなブースレイアウト
／装飾はお控えください。

ワークショップ・ブースのスペース内においては、各ワークショッ
プ出展者の活動に関する広報物をご自由に設置頂けます。ただし、
「出展者名」として表記された方の活動に関するものに限ります。

【設置可能な広報物】…
「出展者」の活動に関する各種チラシ、パンフレット、ポスターやパ
ネルなど

【設置不可能な広報物】…
「…出展者名」に表記されていない方の広報物（協賛社、関係者の活動
に関するもの）

【危険防止（搬入・搬出・設営）】…
搬入・搬出・設営に際しては、細心の注意を払い事故防止に努めて
ください。…
また、多数のこどもが来場することを鑑み、ブース設置物（備品・機
材）やブースの安全管理に努めてください。

他のワークショップとの併設に
あたっての留意事項

出展スペースでの広報物設置について

その他留意事項
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ワークショップコレクションin福岡2020
ワークショップ出展応募要項 13参考資料（WSC福岡2019より）

来場者アンケートの集計結果より　n=1206

子ども性別

会場への来場手段

子ども年齢別

前回の参加者数から推定される目安は、以下のとおりです。…
今年度もできるだけ多くのこどもたちが、できるだけ多くのワーク
ショップに参加できるよう、実施運営のご協力をよろしくお願いい
たします。…
…
◎2 日間の参加者数合計（6時間）※WSC福岡2019 実績より

・最大参加者数… 1,987 人
・最小参加者数… 46 人
・中央値 280 人
※ワークショップ内容・形式により差があります。

ワークショップ参加者数の目安
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応募エントリー… … … … 11月29日（金）まで…
告知媒体への掲出… … … 1月中旬以降…
出展マニュアルお渡し… … … 1月下旬…
会場現地調査の候補日ご連絡… … 2月上旬…
設営作業… … … … … 3月13日（金）…
実施当日… … … … … 3月14日（土）・3月15日（日）…
撤収作業… … … … … 3月15日（日）

出展者の皆様とイベントの運営事務局との連絡調整に関しては、基本的
にEmail による連絡で行います。当日まで運営事務局からのメールは出
来る限りこまめにチェックをお願い致します。 
また、出展にあたり諸々の確認依頼や提出物などが頻繁に発生いたしま
す。その都度、早期の回答にご協力ください。…
回答に期限を設定させて頂く場合もございますので、その際は厳守いた
だきますよう、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

株式会社大広九州…WSC福岡2020担当／古部（フルベ）　

メール／wsc_fukuoka@daiko.co.jp

スケジュール

イベント運営事務局との事前調整

問い合わせ先

応募までの流れ・
エントリー方法

ワークショップコレクション…in…福岡公式サイト（https://wsc-fukuoka.jp/
exhibition/）より、申請フォームへアクセスいただき、必要事項をご記入くだ
さい。後日、出展の可否に関するお知らせなどを運営事務局よりご連絡いたし
ます。

エントリーフォームへアクセス

エントリーを済ませた方に、具体的なワークショップの内容を入れるための登
録フォームのURLをお知らせいたします。
ワークショップの詳細情報をご入力頂きますが、その内容を元にチラシやポス
ターなどの販促ツールを作成いたします。
※記入事項が多いため、予め必要な情報や写真データなどをご準備ください。

事務局より受付完了のご連絡をいたします。
追って運営マニュアルなど、詳細をイベント運営会社より案内いたします。

エントリー

ワークショップ
情報登録

受付完了




