韓国で開催される学生標準オリンピックへの参加者の募集について
＜IEC（国際電気標準会議）からのお知らせ＞
2016 年 5 月 日本工業調査会（JISC)事務局
IEC（国際電気標準会議）より、韓国で開催される学生標準オリンピック参加者募集に
関する連絡がありましたので、お知らせいたします。
１．概要
IEC（国際電気標準会議）の韓国会員である韓国技術標準庁（Korean Agency for Technology
and Standards：KATS）が、IEC と協力し、学生標準オリンピックを開催いたします。こ
れは、日常生活での標準を経験する機会を与えることで、世界中の中高生が標準を認識し
てもらうこと、便利で安全な生活に貢献することを目的とされています。今年のテーマは
“electrotechnology”です。2006 年にスタートした韓国の国内イベントでしたが、2014
年より、他国も招待しており、IEC の協力を得て、IEC 加盟各国からの参加を募集するも
のです。
２．募集要項（次ページ参照）
【日程、場所】2016 年 8 月 4 日～6 日 韓国安城市
【応募対象】 中学生の部（13～15 才）、高校生の部（16～18 才）
中学生の部、高校生の部それぞれ 1 チーム 4 名での編成（学生 3 名と指導
教官 1 名）
＜滞在中の食事代、宿泊費は主催者（KATS）が負担＞
【応募先】IEC の日本会員である日本工業標準調査会（JISC）となります。
３．問合せ先（オリンピックの内容や参加条件等）
直接、主催者へお願いします。
rjy0930@kats.go.kr もしくは hslim@ksa.or.kr ※韓国語、英語のみ
４．応募先と〆切り
2016 年 5 月 23 日（月）までに、以下の事項を明記の上、JISC 事務局あて
（ohtsuka-reo@meti.go.jp）
、メールにてご応募ください。
○学校名
○チームに属する方の氏名（指導教官、学生 3 名）
○連絡先（電話番号とメールアドレス）
５．参加者チームの決定
1 ヵ国につき、中学生の部、高校生の部それぞれ 1 チームであることから、原則として
先着順で調整をさせていただきます。
（このプレスリリースに関する問合せ）
日本工業調査会（JISC)事務局
（経済産業省産業技術環境局基準認証政策課）
担当者： 大塚、中山
電 話 ： 直通 03-3501-9232

It is an honour for us to welcome participants to the 11th International Standards Olympiad in 2016.
The Standards Olympiad started in 2006 in the form of a camp for youngsters aged 12 to 18 in Korea, and the
Olympiad was converted into a national competition the following year. The Korean National Standards
Olympiad, including the preliminary round and main contest, have been held ever since. In 2014, this Olympiad
has been expanded to include a range of international participants.
The Olympiad is designed for students around the world to provide opportunities to demonstrate their
knowledge and to share new ideas about standards and technology. Participants will have a great opportunity
to demonstrate their creativity, problem-solving skills and cooperation through team-based competitive
standardization activities.
It will be an exciting time with exchanges and competition in standards, as well as forging new friendships.
As a host, the Korean Agency for Technology and Standards (KATS), in cooperation with the IEC, is preparing
to make this an exciting and memorable experience for students, educators, and everyone else.
We encourage you to be a part of the competition as you are inspired to follow your dreams.

Notice

The main theme will be revealed on site in cooperation with the IEC
One team consists of 3 students + 1 guidance teacher
- Representative teams who pass a national preliminary competition
Meals and accommodations are provided by KATS
- During the Olympiad for all the participants
- The airfare is partly provided for some developing countries
Benefits for Overseas Participants
- One Day Seoul City Tour

Schedule

Date

August 4~5th, 2016

Venue

KSA HRD Center, Anseoung, South Korea

Early registration March 31, 2016 (rjy0930@kats.go.kr)
Due

Final registration
Due

May 30, 2016 (rjy0930@kats.go.kr)

Qualification

- Middle school division: aged 13-15
- High school division: aged 16-18

Program

1st day

- Opening Ceremony
- Team Project Performance

2nd day

- Team Presentation
- Assessment
- Friendship & Culture Sharing Programme
- Award Ceremony

3rd day

Seoul City Tour

Contact

- rjy0930@kats.go.kr(KATS)
- hslim@ksa.or.kr(KSA)

Click on a introductory video of the Olympiad
Click here for the Olympiad website

