
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 中谷医工計測技術振興財団 

令和４年度 科学教育振興助成 成果発表会 

(文部科学省 後援) 

参加要項 

（第一版） 
 

 

この参加要項は詳細が決まり次第順次改訂します。 

最新版をご確認ください。 

 

 

 

新型コロナウィルス感染防止対策を万全にして開催します。 
ご協力をお願いします。 

 

 

 

今後のコロナウィルスの感染状況次第では、やむを得ず現地参加を取りやめ、 

全校オンラインでの発表に急遽変更させていただく場合がございます。 

予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 12 月 24 日（土）・25 日（日） 東京工科大学 蒲田キャンパス  

https://www.nakatani-foundation.jp/
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1. 開催の趣旨・目的 
今年度助成校の生徒・児童の皆さまの日頃の研究・活動の成果や進捗を、テーマや年齢も異なる参加者に

対して発表する機会を通じて、生徒・児童の更なる成長につなげて頂くことを目的に開催いたします。 

また、ご指導の先生方の間でも交流を深めて、助成終了後も情報共有や連携を取っていただくなど、今後の

研究活動にお役立ていただければと考えています。 

 

なお、開催にあたりましては、新型コロナウィルス感染防止を第一に考え、入口での検温、消毒用アルコール

の設置、マスク着用など、万全の対策を実施します。特別講演会場およびポスター発表会場は広さを十分確

保し、ソーシャルディスタンスを保つようスタッフがお声掛けします。各ガイドラインに従い、万全を期しての運

営をいたしますのでご参加の皆さまもご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

2. 開催日時 
    2022年 12月 24日（土）  14:50～18:00 （受付 14:00開始） 

2022年 12月 25日（日）  11:50～17:10  （受付 10:00開始） 

     

 

3. 会場 
東京工科大学 蒲田キャンパス ３号館  

〒144-8535 東京都大田区西蒲田 5-23-22   https://www.teu.ac.jp/ 

    最寄駅 JR京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田」駅 

駅からのアクセス 「蒲田」駅西口より 徒歩約 2分 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

北⇀ 

https://www.teu.ac.jp/
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４．タイムスケジュール 

 

 

 

 

当日のタイムスケジュール（予定）

時間 実施事項 場所 備考

検温・消毒
蒲田キャンパス

３号館 １階

14:00～ 受付
３号館 10階

（予定）

パソコン接続等の確認をされる場合はこの時間を

ご利用ください。

14:50～15:00 10分 口頭発表説明

15:00～18:00 180分 口頭発表

希望のあった10校が発表。

発表７分質疑応答５分程度を各校１回ずつおこ

なっていただきます。途中休憩を含みます。

検温・消毒
蒲田キャンパス

３号館 １階

１階ロビーで検温・消毒後、地下１階受付までお

越しください。

11:00～11:30

(10:00～）
受付

３号館 地下１階

ホール前ホワイエ

受付後、当日指定の場所12階へポスター掲示

（前泊等で早く着いた学校は10時から受付も可）

11:00～11:40 40分 昼食

３号館 10階

31012

31013

31003

軽食を用意していますが、不要の場合は11:30ま

でに受付してください。

（その場合は事前にお申し出ください。）

11:50～11:55 5分 事務連絡 当日スケジュール・注意事項等確認

11:55～12:15 20分 開会式 事務局長挨拶、来賓紹介、来賓代表祝辞

12:15～13:05 50分 特別講演 

東京大学大学院情報学環／生産技術研究所　

教授　大島まり氏

「夢を紡ぎ、未来を織りなす」

13:05～13:15 10分 諸注意・説明 ポスター発表について説明

13:15～13:35 20分 発表準備
地下1階→12階へ移動

（スタッフの指示に従って移動してください）

13:35～14:20 45分
ポスター発表

（第１グループ）

発表７分＋質疑応答３分計10分を制限時間内に

４回程度繰り返し

14:20～14:25 5分 グループ入替

14:25～15:10 45分
ポスター発表

（第２グループ）

発表７分＋質疑応答３分計10分を制限時間内に

４回程度繰り返し

15:10～15:15 5分 グループ入替

15:15～16:00 45分
ポスター発表

（第３グループ）

発表７分＋質疑応答３分計10分を制限時間内に

４回程度繰り返し

16:00～16:40 40分
ポスター撤去

参加賞引渡

12階→地下１階へ移動

24日口頭発表実施報告

16:40～17:10 30分 閉会式 来賓代表講評、表彰

12月

25日

(日)

12月

24日

(土)

３号館 地下１階

メインホール

３号館 12階

３号館 地下１階

メインホール

3号館 10階

階段教室

31001
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5． 成果発表会への参加について 

1） 参加資格・条件等について 

① 本成果発表会は原則今年度の全助成校にご参加いただきます。 

② 今年度は特段の事情がない限り、会場にてポスター発表をおこなっていただきます。やむを得ない事情

で会場参加ができない場合はオンライン参加の方法を検討いたします。但し、オンライン参加校も当日

リアルタイムで発表、質疑応答できる学校に限らせていただきます。 

③ 当日リアルタイムでの発表が難しい場合には、当日参加は見送り、後日オンデマンド配信用の発表動画

をお送りいただきます。（特別講演の配信は聴講いただけます。） 

④ 児童・生徒の保護者の同意が得られない等で児童・生徒が参加出来ない場合は先生だけでもご参加願

います。 

⑤ 発表する人数に制限は特にございません。密にならないよう広い会場を用意しております。 

但し、交通費支給には人数制限があります。 

 

2） 事前参加登録について 

① 会場での発表を希望する学校は参加者全員事前の参加登録が必要です。 

（別紙の現地参加登録票をご提出いただくことで登録といたします。） 

② 父兄及び発表校の関係者も学校を通じて参加登録をお願いいたします。 

（児童・生徒が大勢参加する会です。コロナ対策およびセキュリティーの関係上ご理解をお願いいたしま

す。事前登録のない方は当日急遽お越しいただいても入場頂けません。） 

 

 

6. 当日の受付について 

１） 12月 24日（土） 

 ・14:00 より受付を開始します。口頭発表スタートは 14:50頃を予定しておりますので、パソコン接続等の確認

をされる場合には、この時間をご利用ください。接続確認等が不要の場合は、14:30 までにお越しください。 

２） 12月 25日（日） 

  ・受付開始時間は基本的には 11:00～となりますが、前泊等で早めに現地入りしたい学校は 10:00以降で 

あれば受付いたします。 

・学校単位で集合して受付をお願いします。 

・地下１階ホワイエでの受付終了後、指定場所（12階）へポスターの掲示をお願いいたします。  

・軽食を用意しています。ポスター掲示後、所定の場所（10 階）でお取りください。 

     ・但し、遠方からの参加で早朝出発となる学校などにおいて、会場で軽食をお取りいただく時間が

ない場合には、移動中等に各自昼食を済まされた後、11 時 30 分までに受付にお越しください。

（その場合は事前にお申し出ください。）なお、万が一昼食を済まされる時間がなくぎりぎりに

到着された場合には、途中の休憩時間等に昼食をお取りいただいて結構です。 

   ・開会式会場（地下１階ホール）は指定席となっております。受付で受け取った指定番号の席に学

校ごとで集まってお座りください。 

・荷物置場を準備しています。大きな荷物がある場合には受付時にスタッフへご確認ください。なお、貴重品

等は各自で管理をお願いいたします。 
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７． 旅費 

１）交通費算出について 

① 交通費に関するメール連絡、宿泊の手配、旅費の振込などは財団から委託しました「合同会社ジャパンスタディ

ツアー」（日本旅行業協会「JATA」協力会員 滋賀県知事登録旅行業第 3種 240号）にて行います。ご了承の

ほどよろしくお願いいたします。 

② 現地参加を希望する学校は、別紙の「現地参加登録票」に現地に来られる方全員の氏名等を正確に記入し、必

ず 11 月 15 日（火）（期日厳守）までにメール添付にてご提出ください。万が一参加者の確定が期日までに難しい

場合も必ずご一報ください。 

③ 現地参加登録票をご提出いただいた学校から順次個別に、ジャパンスタディツアーにて助成校の所在地を起点

にして会場までの経路を検索、旅費支給対象人数分（下記参照）の旅費支給額等を算出し、それを記載した

「移動経路確認書」を添付したメールをお送りいたします。参加者名が確定している学校は早めにご提出をお願

いいたします。経路及び便の検索は同社にご一任ください。 

④ 下記の「旅費支給対象人数」を上限に財団より旅費を支給します。チケットの手配は、学校にて手配するか、ジャ

パンスタディツアーに手配を依頼するか、を選択してください。但し、空路となった場合には一律ジャパンスタディ

ツアーにて航空機チケットを手配いたします。 

⑤ ジャパンスタディツアーからのメールを受け取られましたら、「移動経路確認書」の記載内容に間違いがないか確

認の上、必ずご一報ください。不都合等ある場合にはできるだけ早くお申し出ください。なお最終の返信期日を 11

月 21日（月）とさせていただきます。 

⑥ 学校にてチケット手配する場合には、財団負担額を貴校に現金振込いたしますので、各校で適当な経路・便の

チケットを手配してください。 

⑦ 12月上旬～中旬を目途に振り込む予定です。それ以前にお立替頂くことにはなりますが、早めに適当な便を手

配いただいても結構です。 

⑧ 旅費支給額は合計額を 1000円未満切り上げにて、4月の助成金振込口座に振り込む予定です。 

何らかの理由で他の口座への振込を希望される場合は早めに事務局にご連絡ください。 

⑨ できるだけ日帰りでの参加をお願いしますが、児童生徒の夜間の移動が難しいと判断した場合はホテルをジャパ

ンスタディツアーにて手配いたします。但し、学校や県の規定等特段の事情がある場合はジャパンスタディツア

ーから連絡があった際にお申し出ください。 

⑩ 下記の旅費支給対象人数以上で現地参加される場合には学校にてご負担ください。なお、助成金からの当該旅

費への充当は認めておりません。 

⑪ コロナウィルス感染対策および保安面の観点から参加者名簿の作成が必須です。ご提出期限を過ぎますと交通

費の補助ができかねますので、期日厳守にご協力ください。 

 

２） 旅費支給対象人数について 

【個別助成】 

発表を行う児童・生徒２名及び引率教員 1名の最大計３名分。 

但し、複数の児童が参加される場合には引率教員２名分、最大４名分まで支給。 

【プログラム助成】 

     ＜助成校のみの参加の場合＞ 

発表を行う児童・生徒２名及び引率教員 1名の最大計３名分。 

         但し、複数の児童が参加される場合には引率教員２名分、最大４名分まで支給。 
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       ＜共同実施校の児童・生徒も発表される場合＞ 

共同実施校 1校ごとに２名（生徒１名、引率教員１名。但しいずれか実施校の引率教員と同行する 

高校生の場合は生徒 2名も可）まで、２校分追加で支給。 

助成校と合わせて最大３校分最大計７名分まで支給。 

 

【意欲的な小学校の先生方を支援するプログラム助成】 

教員２名分まで。  ただし、児童・生徒が発表頂けるのは歓迎いたします。 

       共同実施校の児童も発表される場合は、共同実施校 1校ごとに２名（児童１名、引率教員１名）まで、  

 ２校分追加で支給します。 

 

※但し、いずれの場合も、介護を必要とする児童・生徒が発表される場合は事務局へご遠慮なくご相談ください。   

詳細、及び個別事例は別途ご相談願います。 

 

3） 交通機関・経路について 

① 助成校の所在地もしくは助成校の最寄りの交通機関から会場までの往復の支給となります。参加者それ

ぞれのご自宅からではありません。 

② 共同実施校からも参加される場合は、共同実施校の所在地から会場までの往復となります。 

③ 座席指定を伴う新幹線・特急を利用の場合は普通車指定席料金にて算出します。 

④ 公共交通機関の運行時間等により往路/復路で異なる経路にて算出する場合があります。 

⑤ 出発時間・帰着時間により、最寄りの公共交通機関が運行していない場合等は、運行している交通機関

の最寄り駅まで保護者に送迎頂く等可能な範囲でのご協力をお願いいたします。 

⑥ チケット手配後の座席位置のみの変更については、JRの場合、みどりの窓口において無料で変更が可

能です。（私鉄については鉄道会社によりルールが異なりますのでご確認ください。） 

 

4） 宿泊について 

出来るだけ日帰りでの参加をお願いしますが、交通機関のダイヤの関係、あるいは児童・生徒の夜間の移動

に問題がある等、財団がやむを得ないと判断した場合はジャパンスタディツアーにてホテルを手配します。 

（個別にジャパンスタディツアーより連絡いたします。） 

但し、学校や県の規定等特段の事情がある場合はジャパンスタディツアーから連絡があった際にお申し出くだ

さい。 

原則として、検索にて下記の移動時間の範囲を超える場合にはホテルを手配します。 

   ・小学生： ６：００～２１：００まで 

・中学生： ６：００～２２：００まで 

   ・高校生： ６：００～２３：００まで 

   ・教員のみ： 始発から最終まで 

当初児童・生徒も参加される予定で宿泊のご案内をした後、先生のみの参加となった場合には、始発／最終

便での移動に変更していただく場合があります。 

 

5） 傷害保険の加入について 

① 現地参加登録をご提出いただいた生徒・児童・教員全員分のご自宅出発から帰着までの道中及び会場

内での怪我等を補償する傷害保険に当財団負担にて加入いたします。そのため、参加者の年齢、性別
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等をお伺いしております。ご了承ください。参加者変更や人数の増減等は速やかにご連絡ください。（保

護者については道中の部分は保険適用外となります。） 

② 当成果発表会以外の都合での日数延長は保険適用外となります。別途各校にてご対応願います。 

 

6） キャンセルについて 

・旅費振込後、会場に来られなくなった場合はご返金頂きます。その際のキャンセル料や返金の振込 

手数料は下記表の通りです。 

     ・但し、緊急事態宣言発出などにより財団の判断により一律現地参加を取りやめ、オンラインに変更に 

なった場合には振込手数料、キャンセル料は財団にて負担いたします。 

   

 

 

    7)  その他 

・助成金とは異なり、当該旅費に関しては領収書や会計報告の提出は必要ありません。 

・この旅費支給は、あくまでも当財団成果発表会参加のための交通費補助です。実際に利用する経路と

の差異が発生することもあろうかと存じますが何卒ご理解いただきますようお願い致します。 

・その他ご不明な点は個別に事務局までご相談ください。 

 

 

８.  特別講演 

  特別講演の様子は YouTubeでリアルタイム配信いたしますので、当日不参加の学校関係者も聴講できます。 

但し、質問はできません。ご了承ください。 

急遽現地参加が不可能となった場合

キャンセル料 振込手数料 キャンセル料

チケット返送料

（チケット返送が

必要な場合）

振込手数料

（一部現金振込が

ある場合）

財団判断 財団負担 財団負担 財団負担 財団負担 財団負担

県判断

（県通達等要提出）
財団負担 学校負担 財団負担 学校負担 学校負担

（チケット送付前）

財団負担

（チケット送付後）

学校負担

※但し、参加者にコロナ感染疑いがある場合等はこの限りではありません。財団にご相談ください。

※現金振込、チケットの発送は12月上旬～中旬を予定しています。

学校チケット手配 ジャパンスタディツアーチケット手配

学校判断 学校負担 学校負担 学校負担 学校負担
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９.  発表形式 

1) 発表全体について 

① 発表内容は当年度の助成テーマに関する活動・研究について発表をお願いいたします。 

（発表会当日までに成果が出ていない活動・研究テーマでも結構です。） 

② 当助成は主に児童・生徒の主体的な活動に対して助成していますので、【個別助成校】【プログラム助

成校】はできるだけ児童・生徒による発表をお願いいたします。 

③ 【意欲的な小学校の先生方を支援するプログラム助成】は先生による発表でも構いませんが、研究の一

環で行った授業等を受けた児童・生徒が、それによる学び・成果を発表頂くなど、児童・生徒の発表の

機会をご検討頂ければ幸いです。（当成果発表会の開催の主旨が普段発表の機会が少ない児童生

徒に発表の場を提供し、更なる学びに繋げていただくことであるため。） 

④ 発表は生徒１名ずつが交代で説明、あるいは複数の生徒が協同で説明、どちらでもでも構いません。 

ただし、共同実施校の生徒も参加される場合でも、ポスター掲示ブースは１か所のみとなります。 

⑤ 現地参加校の発表方法について 

現地参加校は会場にてポスター発表および質疑応答をおこないます。 

⑥ オンライン参加の発表方法について 

   当日リアルタイムでポスターあるいはパワーポイントを使って発表いただき、ZOOM 等によりオンライン

参加校同士で質疑応答をおこなっていただきます。またその様子を会場モニターにて配信する予定で

す。（但し、オンライン参加校数等により変更となる可能性があります。） 

⑦ 児童・生徒の画像の配信の可否につきましては、各学校においてご確認・ご判断をお願いいたします。 

⑧ 限られた時間の中で聴講いただきますので、事前に、発表グループの割り振り、会場ポスター配置、助

成校名、発表タイトルなどを記載した一覧表を作成してお送りします。 

その一覧表作成に必要な以下の情報を 12 月５日（月）までにメールにてご連絡ください（様式適宜）。 

（発表タイトルは申請書に記載の申請題目のままとなります。） 

〇申請題目では発表内容が分かりづらくサブタイトルが必要な場合は「サブタイトル」（20 文字以内） 

〇発表をアピールする「紹介文」（100 文字以内）（文字数厳守、超えた部分はカットいたします。) 

    （例：世界初、○○の発見に成功！発見の経緯を発表いたします。ぜひ聞きに来てください。） 

 

2) 発表手順について 

①  現地参加の全校を第１／第２／第３にグループ分けします。 

      各グループ 45 分間に、発表７分質疑応答３分計 10 分を４回程度繰り返していただきます。

発表グループ以外は、会場で自由に他校の発表を聴講し質問してください。 

   ② オンライン参加校は、発表時間内に各校１回（発表７分質疑応答３分計 10 分程度）割り当て 

られたスケジュールに沿って Zoom にて発表していただく予定ですが詳細は未定です。 

     事前に作成したプレゼンテーション資料を会場に設置したモニターに投影しながら会場の 

モニター前にいる聴講者に対し、ポスター発表および質疑応答をおこなっていただきます。 

     発表者はポスター前の聴講者を会場設置のカメラにて写しモニター越しに確認できます。 
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3) ポスターの作製・掲示について 

① 現地参加校は A0（縦 1189ｃｍ×横 841ｃｍ）サイズのポスターを 1枚作製し当日持参ください。 

② ポスターの最上部に助成校名、助成タイトルとサブタイトル（サブタイトルがある場合）を記載願います。 

③ 共同実施校の生徒も共に発表される場合でもグループとして 1枚となります。 

④ ポスターを貼り付ける画鋲もしくはマグネットは事務局にて用意いたします。 

⑤ ポスターの前に机や台の準備はできません。物を展示頂くことはできませんのでポスターに

貼り付けるか、必要に応じて手で持つなどの対応をお願いいたします。 

 

4) 成果の優劣を競う発表ではありませんので審査はありませんが、来賓による特別賞や奨励賞、日経

サイエンス賞を準備しています。 

 

 

10.  12 月 24 日（土）の口頭発表 

  １）今年度より成果発表会の前日 12 月 24 日（土）午後（14:50～18:00 を目途）に、25 日のポスター

発表とは別に、希望校を対象に口頭発表を東京工科大学内にて行います。（希望のあった学校の

中から抽選で 10 校が発表します。） 

  ２）今年度助成題目に係るテーマ、内容での発表をお願いします。 

３）口頭発表用のパワーポイントの資料を作成し、発表７分質疑応答５分程度で発表してください。 

  パソコンは各校でご準備ください。（Windows を推奨します。Mac を使用される場合はケーブル

を持ち込みの上、自己責任において接続してください。） 

なおパソコン接続等の確認をしたい場合には 14 時から受け付けを開始しておりますので早めに

お越しください。 

４）口頭発表する生徒は 25 日のポスター発表の方と同じでも別の方でも結構ですが、旅費は上記の

旅費支給対象人数が上限となります。（追加での支給はございません。） 

５）遠方からの参加校が口頭発表を行う場合には、上記旅費支給対象人数分のホテルをジャパンスタ

ディツアーにて手配いたします。 

６）口頭発表校は発表内容の要旨を A４サイズ１枚にまとめて 12 月５日（月）までにご提出くださ

い。（フォーマットは別途送付します。） 

７）24 日の口頭発表の様子は Zoom にてリアルタイム配信する予定です。但し、聴講のみで質問等は

できません。 

 

 

１1． オンデマンド動画配信 
2５日の成果発表会当日は限られた時間内での発表となりますので、聴講できる数も限られます。 

従いまして、後日（2023年２月頃）全助成校の発表動画を助成校・教育委員会限定、期間限定にてオンデマンド配

信いたします。成果発表会当日に聴講できなかった学校の発表を改めてゆっくり視聴していただけます。 

 

この動画は成果発表会当日参加・不参加関係なく、全校より必ずご提出いただきます。 

皆様には発表動画のご準備をお願いいたします。 

成果発表会に向けて準備の段階で撮影いただくか、25日当日に生徒の発表の様子を撮影いただいても結構です。

または年が明けてから改めて動画を作成いただいてももちろん構いません。 
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▽動画アップロード用 URL 

（後日連絡） 

 

アップロード手順をご参考に 2023 年１月 16 日（月）（期限厳守）までにアップロードをお願いします。 

 

以下、動画撮影や後日のオンデマンド配信についての説明です。最後までお読みください。 

① すべての助成校に動画をお送りいただきます。助成テーマに関する研究活動の様子や成果・進捗を発表する様

子を撮影してください。 

② １校あたり７分以内でお願いします。 

③ アップロード時に学校名・メールアドレスをご入力ください。（アップロードが完了しましたらメールが届きますのでご

確認ください。） 

④ 動画の撮影はスマホでもタブレットでも結構です。こちらで形式を統一します。 

⑤ 教材開発や授業改善等がテーマの場合でも、先生が発表される動画を撮影しお送りください。 （もちろん、その

授業を受けた生徒・児童に発表いただくのも大歓迎です。） 

⑥ 動画には BGMは入れないでください。著作権の関係で掲載できないケースがあります。 

⑦ お送りいただいた動画は２月頃期間限定、助成校関係者・教育委員会限定にて、財団 HPにて配信します。 

⑧ 成果の優劣を競う発表ではありませんので審査はありませんが、助成校の皆様の投票による「みんなで選ぶグラン

プリ」を準備します。投票方法など詳細は配信スタートの連絡時にお伝えいたします。 

 

 

１2． 緊急連絡先 
当日何らかの事情により、急遽欠席や遅れる場合は必ず事務局までご連絡をお願いいたします。 

sci-edu@nakatani-foundation.jp 

078-241-5705  

(財団事務局員の携帯に転送されます。もし出ない場合は留守番電話に伝言と連絡先を残してください。) 

 

 

１3． 当日までのスケジュール 

期日 内容 備考 

10/19(水) 現時点での現地参加の可否の連絡 現時点での現地参加可否および参加予

定人数を連絡ください。 

11/15(火) 「現地参加登録票」提出 

（現地参加可否の最終決定） 

中谷財団宛メール添付にてご提出。 

（sci-edu@nakatani-foundation.jp） 

成果発表会で使用する基データとなりま

す（名簿、交通費支給、保険、賞状等）。

漢字・カナも含め正確に記入し、期日厳

守でご提出ください。期日までにご提出い

ただけない場合、交通費が支給できない

場合があります。 

mailto:sci-edu@nakatani-foundation.jp


 

  - 10 - 

11/２１頃ま

で 

ジャパンスタディツアーより旅費支給対象人数分

の往復交通費合計額・宿泊手配の有無の連絡 

ジャパンスタディツアーよりメールにてご連

絡します。必ず添付の「移動経路確認

書」の記載事項をご確認いただき返信を

お願いいたします。万が一、不都合がござ

いましたらできるだけ早めにご連絡くださ

い。 

12/5(月) ポスター発表サブタイトル、紹介文の提出 

(様式適宜) 

中谷財団宛メールにてご連絡。 

sci-edu@nakatani-foundation.jp 

12/5(月) 口頭発表要旨提出 

（フォーマット別途送付） 

指定のフォーマットに記載し、メール添付

で送付。 

sci-edu@nakatani-foundation.jp 

12月上旬

～中旬 

旅費支給額現金振込／ジャパンスタディツアー

にて手配したチケット送付 

4月の助成金振込口座に振り込みます。 

（ご都合が悪い場合は早めにご連絡くださ

い。） 

12/24(土) 

午後 

口頭発表 希望校 10校が発表します。 

Zoomにて配信予定（別途連絡） 

３号館 10階階段教室 31001の予定 

12/25(日) 特別講演・ポスター発表（オンライン発表） 特別講演：３号館地下１階の予定 

YouTube にて配信予定（別途連絡） 

ポスター発表：３号館 12階の予定 

１/16(月) オンデマンド用発表動画アップロード提出期限 アップロード方法は追ってご連絡します。 

2/1～2/23 

予定 

オンデマンド配信・グランプリ投票 助成校関係者・教育委員会限定、期間

限定にて配信します。 

 


