
 

2018 レゴ®エデュケーション Teacher Award (ティーチャー・アワード) コンテスト  

 
 

日本公式ルール 
 

 
概要：小学校、中学校および高校の先生方を対象に、2018年にボストン近郊のタフツ大学で開催されるレゴ®  

エデュケーション シンポジウムへご参加いただける、授業実践のコンテストを開催いたします。子どもたちが

STEM (科学 (理科)、技術、工学、数学 (算数)) を学び理解するプロセスを助ける、レゴエデュケーションのプロ

グラミング教材を使った斬新な授業の指導案をお寄せ下さい。  

1. 本コンテスト の主催者は LEGO System A/S（所在地：Aastvej 1, 7190 Billund, Denmark）です。 

LEGO System A/S は本コンテストの管理および運営業務の主な責任者となります。 また、 株式会社 

アフレル (〒918-8231 福井県福井市問屋町 3-111) がコンテスト運営業務のサポートを行います。 

 

本コンテストに参加することで、応募者は以下の公式ルールに従うことに合意するものとみなします。  

 

2. 応募資格： 本コンテストは、応募時に 18歳以上の小学校、中学校または高校の先生で、本コンテスト

への有効な応募作品を提出し、日本に居住していることが応募条件となります。 

 

3. LEGO Group、または本プロモーションの開発または運営に直接関わりのあるそのほかのあらゆる第三

者企業または代理店の従業員、パートナー、または近親者は本コンテストに応募することはできませ

ん。 

  

4. 応募期間： 応募者は、日本時間 2018年 1月 15日 から、日本時間 2018年 3 月 25日までの応募期間 

(以下「応募期間」という) 中に作品を提出しなければなりません。応募期間外に受領された応募はすべ

て無効となります。 

 

5. 応募方法： 

レゴ エデュケーション ティーチャー・アワードへの応募方法は以下のとおりです。応募される方は、 

以下を沿えて応募フォーム (www.LEGOeducation.jp/events/2018-teacher-award から入手いただけます) 

を提出してください： 

• シンポジウムで発表するプレゼンテーションの概要 (200字以内)  

• ワークシートや指導案などの教材サンプル (概要は 200字以内) 

• 写真や短い動画 (2分以内)、子どもたちの作品など、実施を示す記録 

• 公開授業、学会での発表などの記録 (200字以内) 

• 実施コメント (200 字以内) 

 提出された資料は以下「応募作品」といいます。 

 

6. 応募数の制限：  応募者 1人につき、応募作品は応募期間中に 1回とします。 応募期間中に 1人の応募

者から 1回を超える応募があった場合は最初の応募のみを選考対象とし、残りの応募は無効とします。 

 

ガイドライン:  

• 応募作品はすべて英語または日本語とします。 

• 応募作品の中に動画を含める場合、この動画は 2分を超えない長さとし、この時間制限は 

厳守いただきます。  

• 応募作品の中にデジタル写真またはそのほかの画像を含める場合、この画像のフォーマット
は  .jpeg、.tiff、または .png とし、25MB 以下であることとします。 

https://education.lego.com/ja-jp/events/2018-teacher-award


 

• 応募作品は、あらゆる種類のいかなるコンテスト等にも提出されておらず、他のあらゆる会
社、団体等の著作物に属さないものとします。 

 

コンテンツに関する規制： 

• 応募作品には、他者のプライバシー権、パブリシティ権、知的財産権、肖像権を含むがこれ
に限定されないいかなる権利をも侵害する、または犯すものを含んではならないものとしま
す。  

• 応募作品は、本主催者および本コンテストに属するいかなる人物または団体を中傷する内容
であってはならないものとします。 

• 応募作品は応募者の独自の作品であり、なおかつレゴ® エデュケーションのプログラミング
教材を使って組み立てられた、または組み立てることのできる物体でなければならないとし
ます。 応募者の作品には正規のレゴ エデュケーションプログラミング教材のみを使用でき
るものとします。 応募作品にはいかなる人物や製品、またはいかなる人物や企業の登録商
標または著作権を特定できる情報を含めてはならないものとします。  

• 応募作品には、不適切、猥褻、卑猥、憎悪的、不法、中傷的、攻撃的、侮辱的なものを含ん
ではならないものとします。 

• 応募作品には、いかなる集団または人物に対する敵対感情、人種差別、憎悪、または損害を
助長するものや、人種、性別、宗教、国籍、障碍、性的指向、または年齢に基づいた差別を
助長するものを含んではならないものとします。  

• 応募作品には、応募作品が作成されたいかなる市区町村または都道府県の条例または規則に
違反する、またはこれに反する、違法なものを含んではならないものとします。 

 

7. 知的財産： 応募者は応募作品を提出することによって、この応募作品の全体または一部を、世界各国で

使用、複製、変更、公開、掲示する、著作権使用料を伴わない、取消不能で永続的な (または知的財産

権がある期間中のみ継続する)、非排他的でサブライセンスが可能なライセンスを本主催者に付与するも

のとします。さらに、当該ライセンスは、本コンテストまたは本主催者の製品のマーケティングのため

に、既知または今後開発される、あらゆる形式やメディア、テクノロジーで、応募作品を他のものに取

り入れることを含むものとします。 応募者は本主催者またはそのデザイナーの依頼に基づき、上記の応

募作品に対するライセンス付与を完全に行使するために必要ないかなる契約書にも署名することに同意

するものとします。応募者は、本主催者に上記のライセンスを付与することで、応募作品が非公開のも

のであり、いかなる第三者の知的財産権をいかなる形でも侵害するものではないことを表明し、保証す

るものとします。 

 

8. 賞品： 受賞者は小学校、中学校または高等学校より合計 2名とします。各受賞者は、マサチューセッツ

州ボストンで開催される 2018年度レゴ エデュケーション シンポジウム に参加するための往復航空券と

当該シンポジウムに伴い本主催者が選ぶ宿泊施設での 1名 4 泊分の宿泊券を獲得します。食事は受賞者

が参加する滞在期間中のアクティビティの一部として含まれます。受賞者は本 8項に具体的に挙げられ

ていないあらゆる費用を負担することとなります。疑義を避けるために明記すると、受賞者の不在中に

代理を務める臨時講師の費用は本主催者によって提供されません。 賞品は譲渡不可とし、賞品を現金に

変換して受領することはできません。賞品は諸事情によって提供できない可能性があり、その場合本主

催者は賞品をそれと同等またはそれ以上の価値を有する別の賞品で代替する権利を有します。 

 

 受賞者は必要な渡航文書 (有効なパスポートおよびビザ (必要な場合) など) を出発前に所有していなけれ

ばなりません。 必要な渡航文書の確認および必要な文書の取得に関わるすべての費用の支払いは受賞者

の責任とします。 受賞者は、本主催者が指定する出発日および帰着日に同意するものとし、出発日およ

び帰着日は変更される可能性があります。 

 

9. 受賞者候補の選出と受賞の確率： ティーチャー・アワードの受賞候補者は、レゴ® エデュケーション マ

ーケティング・チームが指名したパネルによって選出されます。 審査パネル (審査員) は、レゴエデュケ

ーション マーケティング・チームのメンバーと、小学校、中学校および高校の教育問題における知識と

経験に基づいて選出されたそのほかの追加メンバーによって構成されます。 審査パネルには過去のレゴ 

エデュケーション ティーチャー・アワードの受賞者が含まれる可能性もあります。 



 

応募作品は以下の基準に従って評価されます： 

• 革新的な教育実践 

• 教育に対する情熱と、STEM教育コミュニティへの継続的な貢献 

• シンポジウムで発表するプレゼンテーションの可能性と質 

なお、審査員の独自の裁量により適格な応募作品がなかったと判断した場合、本主催者は受賞候補者を

1人も選出しない権利を有します。 

受賞の確率は、審査員が評価した応募者のスキルおよび才能、また受領された有効応募作品の数に応じ

て決まります。  

10. 賞品の獲得： 受賞候補者には、2018年 4月 5日に応募時に提出されたメールアドレス宛てに受賞の連

絡を行います。受賞候補者は通知から 10日以内に受賞者用書類 (下記参照) を記入し返送しなければな

りません。受賞候補者に連絡を取ることができない場合や、通知から 10日以内に賞品を希望する意思を

表明しなかった場合、または受賞者用書類を正しく記入しなかった場合は、応募期間中に受領された残

りの適格な応募の中から、上記に定める選出基準に従って新たな受賞者候補を選出するものとします。 

 

11. 受賞候補者の証明： 受賞候補者は (i) 応募資格書、(ii) 賠償責任免責同意書、(iii) パブリシティに関する

同意書 (法により禁じられる場合は除く)、(iv) 受賞意思表示書の 4つから成る受賞者用書類を記入し 

返送しなければなりません。 受賞候補者が居住地において未成年であるとみなされる場合は、この受賞

者候補の保護者または法定後見人も上記の受賞者用書類に署名する必要があります。  

 

完全に記入された受賞者用書類の受領および審査員による確認をもって、この受賞候補者が受賞者  

(ティーチャー・アワード受賞者) としての資格を与えられることになります。 

 

12. 個人情報の取扱： 

本コンテストへの応募をもって、応募者はその個人情報が、www.LEGO.com/en-us/legal/legal-

notice/privacy-policy-fullに記載される当社のプライバシーポリシーに従って、本公式ルールで定める 

目的のために使用されることに合意するものとみなされます。  

LEGO Group に代わってすべての個人情報を取り扱う責任は LEGO System A/S（所在地：Aastvej 1, 

7190 Billund, Denmark）が負います。 

本コンテストへの応募をもって、応募者は本レゴ® グループ プライバシーポリシーを理解し、その条件

に合意するものとみなされます。 

また、応募者は本コンテストへの応募をもって、その個人情報が以下に挙げる本コンテストローカル・

パートナーのプライバシーポリシーに従って本ローカル・パートナーに共有されることに同意するもの

とします: 

株式会社アフレル〒918-8231 福井市問屋町 3-111  http://afrel.co.jp/privacy 

  

13. 追加規定  

 

• 応募作品は返却することはできません。 本コンテストに関連して提出された画像をのぞき、すべての応

募作品は現地の法律によって認められる範囲内において、本主催者の所有物となり、そのほかのマーケ

ティング活動に使用される場合があります。 

https://www.lego.com/en-us/legal/legal-notice/privacy-policy-full
https://www.lego.com/en-us/legal/legal-notice/privacy-policy-full
http://afrel.co.jp/privacy


 

• 受賞者となった応募者は、本主催者が本コンテストの受賞者を発表するために受賞者の名前および居住

国または都道府県を公開することに合意するものとします。 

• 本主催者は、紛失、誤送、損傷した、または不完全あるいは応募資格を満たさない応募作品、または応

募期限の終了までに受領されなかった応募については責任を負いません。 

• 本主催者および本ローカル・パートナーは、法によって認められる範囲内において、本コンテストの応

募者が被ったいかなる損害、損失、傷害、または落胆に対しても一切責任を負わず、受け入れないもの

とします。 ただし、本主催者または本ローカル・パートナーの過失により生じた死亡または人身傷害に

対する本主催者または本ローカル・パートナーの責任は除外されないものとします。 

• 本主催者の合理的な見解によって本公式ルールの精神に反する、またはその性質によりほかの応募者に

対して不平等であると判断されたあらゆる応募作品、またはその試みは無効となり、本コンテストへの

参加資格をはく奪される場合があります。 

• 本公式ルールにて別に定められる場合を除き、賞品の受賞から生じる、受賞の報告および適用されるあ

らゆる税金やそのほかの費用の支払いは賞品受賞者の責任とします。受賞者は居住地域の課税をご確認

ください。   

• 受賞者については後日ウェブサイトにて発表いたします。 

• 本公式ルールはデンマークの法によって支配され解釈されるものとします。  

 
 
LEGO is a trademark of the LEGO Group. © 2018 The LEGO Group. 
 

 


