
新しい学びフェスタは、２１世紀の「新しい学び」を 

中高生の皆さんと先生方が、一緒に作り出す場です。 

今年度は、恒例のロボット大会に加えて、 

「社会とつながる新しい学び」をテーマに 

３つのワークショップとポスター発表を行います。 

ふるって、ご参加ください。 

 
 

新しい学びフェスタ２０１２ 
「ロボットを作ろう、動かそう」合同発表会 

実施要項 

参加を希望される方は、２０１３年２月２４日までに別紙「エントリーシート」と 

人数分の「参加申込書 兼 承諾書」をご担当の先生にご提出ください。 

参加費：  無料  ※交通費は各自でご負担ください 

その他 プログラム当日は、主催者による写真・ビデオ撮影をさせていただくほか、 

マスメディアによる取材・撮影、インターネット放送など行われる可能性があります。 

この取材や撮影について、保護者の方からの承諾書のご提出をお願いいたします。 

参加者の方には、3月中旬に集合場所などをまとめた参加案内書をお配りします。 

参加要件 

日  時 ：  ２０１３年３月２１日（木） ９：３０～１７：００ 

会  場 ： 東京大学 情報学環・福武ホール 地下２階 
都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩7分  ／ 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分  
東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩20分  ／ 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩10分  

参加校 ： 
（五十音順） 

以下の学校が参加予定です（２０１３年２月２１日現在） 

 

 

 

 

 

主催： 株式会社 ベネッセコーポレーション 

協力： 新しい学びフェスタ実行委員会（参加校の教員有志） 

海城中学校 
小石川中等教育学校 
聖学院中学校・高等学校 
聖光学院中学校・高等学校 
青翔高等学校 

西武学園文理高等学校 
玉川学園高等学校 
東京都市大学等々力高等学校 
田園調布雙葉高等学校 
東洋英和女学院高等学校 
日本学園高等学校 

広尾学園中学校高等学校 
福島高等学校 
宝仙学園理数インタ― 
共愛学園前橋国際大学 
慶應義塾大学（ＳＦＣ） 
 

参加をご希望の方は裏面の実施要件をご確認のうえ、 

参加申込書をご担当の先生に提出ください。 



  ロボット大会 
会場：福武ホール 

ワークショップ＆ポスター発表 
会場：福武ラーニングスタジオ 

8:30 受付・参加エントリー 
（受付時間は学校ごとに異なります） 

集合・発表準備   

9:00 ワークショップ① 
田園調布雙葉 
小林潤一郎先生 
（最大80分間） 9:30 アドバンスド部門 

ロボットＰＲ予選 
スタンダード部門 
ロボットレース予選 

Ａブロック 

ポスター発表① 
4チーム（1チーム15分） 

10:00 

10:30 スタンダード部門 
ロボットＰＲ予選 
Ａブロック 

スタンダード部門 
ロボットレース予選 

Ｂブロック 

休憩・予備 ワークショップ② 
西武学園文理 
金井達亮先生 
（最大80分間） 11:00 ポスター発表② 

4チーム（1チーム15分） 

11:30 

12:00 スタンダード部門 
ロボットＰＲ予選 
Ｂブロック 

 

  休憩・予備 ワークショップ③ 
福島高等学校 
遠藤直哉先生 
慶應義塾大学 
長谷部葉子先生 
「中高生による 
地域魅力化ＰＪ」 

12:30 ポスター発表③ 
4チーム（1チーム15分） 

13:00 

13:30 休憩・予備 

14:00 開会式 
スタンダード部門 
ロボットＰＲ決勝戦 
アドバンスド部門 
ロボットＰＲ決勝戦 
スタンダード部門 
ロボットレース決勝戦 
表彰式 

  

14:30 

15:00 

15:30 

16:00 

16:30 

当日のプログラム 

【参加にあたってのご注意】 
●当日は、すぐに競技や発表が始められるように、 
 作品や発表資料を完成させてご参加ください。 
 会場にはロボットの最終調整・発表資料の印刷などを 
 行う時間・場所・設備がありません。 
●昼食は各自でご持参ください。 
 昼食はホール内の休憩室もしくは先生のご引率のもと 
 学生食堂（安田講堂下）でおとりいただけます。 
●参加いただく講座にもよりますが、 
 ６０分程度の昼食・昼休みをとることができます。 



■ スタンダード部門 ～ 四足歩行ナンバーワンをめざせ！ 

対象 四足歩行ロボット  ※全チーム共通のロボットです 

チーム人数 ２～３名 ※メンバーは講座・授業の時と変更して構いません 

競技内容  予選はロボットＰＲ（２分間）とロボットレース（直線）の総合点で評価します。 

 ロボットＰＲは「新奇性（今までにない取り組みへのチャレンジ」を重視し、 

  「技術」「デザイン」「プレゼン」とあわせて総合評価します。 

 決勝戦には、ロボットＰＲ・ロボットレースの総合点の上位１０チームが進出します。 

 決勝戦は、ロボットＰＲ（２分間）とロボットレース（障害物）の総合点で評価します。 

  ロボットレースはトーナメント形式で実施します。 

ルール  ロボットには、自由に装飾品（飾り、足裏ゴムなど）をつけることができます。 

 ロボットＰＲでは、希望によりパワーポイントを使うことができます。 

 新型機でのみエントリーできます。 

■ アドバンスド部門 ～ ロボットの限界に挑戦！？ 

対象 複数の四足歩行ロボットを組み合わせたオリジナル・ロボット 

チーム人数 ２～６名 

競技内容  予選・決勝戦ともに、ロボットＰＲ（５分間）を行います。 

 ロボットＰＲは「新奇性（今までにない取り組みへのチャレンジ」を重視し、 

  「技術」「デザイン」「プレゼン」とあわせて総合評価します。 

   決勝戦には予選上位４チームが進出します。 

ルール  モーターや基盤の使用数に制限はありません。 

 新型機・旧型機のどちらでもエントリーできます。 

 ロボットの部品（モーター、基盤、アルミパーツ）は、規定のもの使用してください。 

 同じ人がスタンダード、アドバンスド部門の両方にエントリーできます。 

 当日は、すぐに競技が実施できるよう、作品を完成させて参加してください。 

会場ではロボットの最終調整を十分に行う時間・場所・設備がありません。 

 ロボットが動かないなどのトラブルが発生した場合、参加者ご本人に対応いただきます。大学生スタッフに
よるサポートはお約束できませんので、あらかじめご了承ください。 

 会場でのＰＣ利用、データ持ち込みに関する注意事項は、別紙エントリーシートでご確認ください。 

■ 注意事項 

ロボット合同発表会 競技内容 



新しい学びコレクション 実施内容 
■ ポスター発表 

集合・受付 ９：００ （開場 ８：３０）  ※ロボット大会にも参加される学校は、別途ご案内します 

人数 各チーム １～３名 

見学者 中学生、高校生、大学生、教員 （ロボット合同発表会、模擬授業、ポスター発表参加者） 

内容・ 
テーマ 

 「社会とつながる新しい学び」をテーマに各校の独自の授業の成果を発表します。 

 質疑応答を通じて、自分たちの学びをより深めるための方法を参加者全員で考えます。 

 発表にあたっては、「授業の概要（教科、何時間、どんな活動をしたのか）」「授業の成果（研
究報告、プロジェクト制作物、作品など）」「その授業で自分たちが何を学んだのか（振り返
り）」を盛り込んでください。 

発表形式  １コマ（50分）あたり４チーム発表 

 １チーム（７分発表＋８分質疑）×３回。発表者は回ごとに交代してよい。 

 模造紙１枚orA4×12～15枚程度の発表資料（100cm×130cmのパネル1枚に貼り付け） 
 内容をまとめたレジュメ、使った教材、制作した作品など、配付物・展示物も工夫しましょう。 

 「内容」「プレゼン」「学び方」を総合評価し、優秀チームを表彰します。 

■ ワークショップ 

集合・受付 各授業の開始１０分前を予定 ※参加者に別途詳細をご案内します 

人数・対象 各授業２０名 ／ 中学生・高校生 

内容   「新しい学び」に挑戦している先生方のスペシャル授業を実施します。 

 初めて出会う先生と、学校や学年がバラバラな仲間たちとともに、未来の学びを体感します 

9:00 

｜ 

10:20 

「ふんばろう東日本支援プロジェクト」代表、早稲田大学大学院 専任講師 西條剛央さん 

田園調布雙葉中学高等学校 小林潤一郎先生 

～しなやかな“考え方”を育む授業～ 
“構造構成学”という、状況と目的に合った「方法」を考えていく手法を、 

幾つかのケースに沿って学んでいきます。 

10:30 

｜ 

11:50 

西武学園文理中学・高等学校 金井達亮先生 

ローカル・リコール ～ぼくらの未来を創造する～ 
ケーススタディを通して、「仮想地元」の未来を考えるプログラムです。 

授業前にＰＣ上で学習プログラムを受講し、本授業ではグループワークに参加します。 

特別な知識は必要ありません。対話を楽しむ心を持ってきてください。 

アイデアが変化し、進化していく様子を共に楽しみましょう。 

12:00 

｜ 

13:20 

福島高等学校 遠藤直哉先生、慶應義塾大学 長谷部葉子先生ほかを予定 

コーディネータ：西武学園文理中学・高等学校 佐野和之先生 

中高生による地域活性化ＰＪ 
地域の魅力を多くの人に伝え、来てもらう。そして、自分たちの地域を元気にする。 

生活環境が異なる地域を訪問し、地元の人と一緒に生活し、都会では学べない何かを学ぶ。 

そんな企画に取り組む中学生・高校生・大学生が集まり、 

各自の企画をブラッシュアップするためのワークショップです。 

ポスター発表の参加者は、ご自身の発表時間以外に上記ワークショップに参加できます。 

 別紙エントリーシートにて参加希望のワークショップをご記入ください。 

ロボット大会の表彰式でポスター発表も表彰します。お時間のある方はロボット大会もご覧ください。 


