
2020年度
全国選抜小学生

プログラミング大会
全国大会

［主催］

［後援］

［協賛］

［協力］

全国新聞社事業協議会

未来の学びコンソーシアム、
経済産業省、総務省

ゴールドスポンサー：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
シルバースポンサー：佐川印刷株式会社、Sansan 株式会社
ブロンズスポンサー：クォンツ・リサーチ株式会社

（株）共同通信社、Tech Kids Grand Prix 運営事務局、特定非営利活動法人みんなのコード
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全国選抜小学生プログラミング大会ってなに？

全国の都道府県大会に集まった応募者数
673 組

都道府県大会出場
288 組

全国大会出場
33 組

全国選抜小学生プログラミング大会は 2021 年度も開催！
2022 年 3 月に全国大会を開く予定です。

スケジュールなどは随時大会ホームページにアップしてゆきます。
皆さまのご参加をお待ちしています。

高度なプログラミング技術を持つ「天才発掘」ではなく、プログラミングによって社会を生き抜く思考力・
行動力・プロデュース力を含めた総合的な「人間力」を育てることに寄与する大会です。地域の「新聞社と
大学などの教育機関」が連携し、小学生の育成や指導も実施。その発表の場として全国大会も開催します！

プログラミング教育への関心の高まりを受け、プログラミングの技術を競う大会が数多く開かれています。
しかしながら、参加する子どもたちが大都市圏に集中するなど、局地的なものとなっているのが現状です。
こうした課題を解決するため、全国新聞社事業協議会が協力し、全国規模での大会を開催します。

全国の新聞社が一体となり、「小学生のプログラミング教育」を推進する、全国規模の子ども向けプロ
グラミング大会。
 2020 年度に全国で予選大会を実施。 2021 年 3 月に東京で全国大会を開催。
プログラミングスキルだけではなく、発想力・表現力を含めた総合的な人間力を評価。どんな小学生で
も参加できます。
プログラマーではなく、あらゆる分野のビジネスを将来担うプロデューサーを発掘します。
 応募作品のテーマは「もっと好きになる　わたしたちのまち」。プログラミングを通じて、自分の住む
まちを考えます。
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【目的】
プログラミング教育の重要性認知向上を目的に、全国
の小学生を対象にプログラミングを用いた作品やアイ
デア等を競うコンテストを行います。本大会を通じて、
2020 年度から小学校で必修化されたプログラミング
教育への理解促進に加え、子ども達のプロデュース力
や考える力、表現力向上に寄与することを期します。

【テーマ】
「もっと好きになる　わたしたちのまち」
※自分の暮らす「まち」に関わることであれば内容は
自由。

【日時】
2021 年 3 月 21 日（日）10 時～ 17 時

【方式】
オンライン方式。全国の地方大会で最優秀に選ばれた
応募者がオンラインでプレゼンテーションを行いま
す。大会の様子はリアルタイムでライブ配信します。
視聴用のページは大会ホームページ内に設けます。
※国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都
渋谷区）での開催を予定していましたが、検討を重ね
ました結果、新型コロナウイルス感染拡大を鑑み、参
加者や保護者の皆さまの安全を第一に考え、オンライ
ンでの開催とすることに決定いたしました。

【応募資格】
2021 年 3 月卒業の小学 6 年生以下の小学生で、地方
大会で選出された、または共同通信による審査で選出
されたファイナリスト。個人、団体（4 人まで）のい
ずれでも可。

【発表スタイル】
発表時間は 3 分間。ファイナリストが作品制作のきっ
かけや思い、特徴、苦労した部分などをプレゼンテー
ションします。

【参加費用】
無料

【採点基準】
発想力 40 点満点、表現力 30 点満点、
技術力 30 点満点

【表彰】
グランプリ、準グランプリ、あいおいニッセイ同和損
保賞、共同通信社賞、全国新聞社事業協議会賞、アイ
デア賞、みんなのまち賞、特別賞（複数名）、みんな
のみらい賞（複数名）
※名称変更、賞の増減の可能性があります。賞により
複数名の受賞者を設定する場合があります。出場者す
べての順位付けは行いません。

【表彰状・副賞】
グランプリ、準グランプリ、あいおいニッセイ同和損
保賞には盾を贈呈します。受賞者全員に表彰状をお贈
りします。
副賞は下記のとおりです。

［グランプリ］
HP ノートブックパソコン

［準グランプリ］
ノートブックパソコン（MacBook Air）

［あいおいニッセイ同和損保賞］
iPad Pro

［全国新聞社事業協議会賞］
HP Chromebook

［共同通信社賞］
HP Chromebook

［アイデア賞］
QUO カード 20,000 円相当

［みんなのまち賞］
全国共通お食事券ジェフグルメカード 20,000 円相当

［特別賞］
JTB カード 10,000 円相当

［みんなのみらい賞］
図書カード 5,000 円相当

［主催］ 
全国新聞社事業協議会

［後援］ 
未来の学びコンソーシアム
経済産業省
総務省

［協賛］ 
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
佐川印刷株式会社
Sansan 株式会社
クォンツ・リサーチ株式会社

［協力］
（株）共同通信社
Tech Kids Grand Prix 運営事務局
特定非営利活動法人みんなのコード

［お問合せ］
全国新聞社事業協議会　プログラミング大会事務局

（株式会社共同通信社内）
TEL：03-6252-6035　
E-mail：program.kk@kyodonews.jp

https://zsjk.jp/
大会ホームページ
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主 催 挨 拶

審 査 員 情 報

2020 年、全国の小学校でプログラミング教育が始まりました。その直前、新型コロナウイルスという脅威
が突然現れ、生活様式の変容が起こりました。感染拡大に伴い、オンライン方式での実施への変更を余儀な
くされましたが、コロナ禍によってリモートワークやオンライン授業の導入が進み、IT リテラシーの必要
性が増す中、「全国選抜小学生プログラミング大会」が開催できますことに格別の思いを抱いております。
都道府県大会には計 673 件の応募をいただきました。見事勝ち抜き本戦出場を果たした 33 組の中には、大
会スローガン「みんなのみらい　みんなでつくろう」を具現化するような創造性あふれる優れた作品が数多
くあると、うかがっています。プログラミングを通じ培った思考力、表現力を思う存分発揮し、グランプリ
を目指してください。
結びに、本大会開催にあたり、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社さま、佐川印刷株式会社さま、
Sansan 株式会社さまはじめ、ご協賛、ご後援、ご協力いただいた関係者の皆さまに心よりお礼申し上げます。

全国新聞社事業協議会　代表幹事　出浦孝輝

茨城県の公立小、中学校で 22 年間、市町及び県教委で指導主事として 11 年間勤務。古河
市教育委員会参事兼指導課長を経て、2017 年 4 月より現職。文部科学省、総務省の教育
ICT に関わる委員を歴任。現在、茨城大学非常勤講師、文部科学省 ICT 活用教育アドバイザー、
総務省地域情報化アドバイザー、多くの市町村の ICT に関するアドバイザーを務める傍ら、
全国各地の小学校で、教育に関わる ICT 活用及び、プログラミングの普及に尽力している。

浅野 大介
経済産業省 商務・サービスグ
ループ サービス政策課長（兼）
教育産業室長

2001年経済産業省入省。2016年7月より大臣官房政策企画委員として部局再編を担当し、「教
育産業室」を立ち上げ。2017 年 7 月より大臣官房政策審議室企画官、10 月より教育産業室
長を兼務。2018 年 7 月より現職。教育イノベーションに向けた「未来の教室」プロジェク
トを推進中。

利根川 裕太
特定非営利活動法人みんなの
コード 代表理事

2009 年ラクスル株式会社立ち上げから参画し、プログラミングを学び始める。2015 年一般
社団法人みんなのコード設立（2017 年より特定非営利活動法人化）し、全国の学校でのプ
ログラミング教育の普及を推進。2016 年文部科学省「小学校段階における論理的思考力や
創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議」委員、2018 年 
内閣官房「教育再生実行会議技術革新ワーキンググループ」委員。二児の父。

原 綾香
Microsoft Corporation, 
Software Engineer

津田塾大学情報科学科在学中に、情報処理推進機構（IPA）による未踏 IT 人材発掘・育成事
業のプロジェクトに採択。卒業後は学生向け IT・プログラミング教育サービスを運営する
スタートアップ企業を経て 2018 年 2 月マイクロソフトの米国本社 Microsoft Corporation
に入社。ソフトウェアエンジニアとして AI やクラウド技術を活用したアプリケーションの
開発に携わる傍ら、子供たちへのプログラミング教育活動を支援する「Hour of Code」を
中心に社員ボランティアとしても積極的に活動している。

鈴木 維一郎
共同通信社 情報技術局次長、
将来技術開発室長

1966 年生まれ。東京都出身。慶應義塾大学大学院特別研究講師を経て、共同通信社メディ
アラボ室長として、日本が見えるニュースサイト「47NEWS」の Web マスターを務めた。
現在は、メディアがデータやデジタル技術を活用し、組織やビジネスモデルを変革、価値提
供の方法を抜本的に変える「デジタル変革」を精力的に行う。情報技術局次長、将来技術開
発室長。

平井 聡一郎
情報通信総合研究所 特別研究員

審査員長
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式 次 第

10：00

16：20

開会式

審査発表、表彰式

代表 参加者 作品

1 宮崎 平川　晴茄 ぶらっしゅとーく

2 栃木 鈴木　汰芽 とちまる、ミヤリー、ベリーちゃんと巡る
栃木県クイズ旅

3 石川 片山津わくわく工作部 ゴミ食べる君
4 福井 塚本　瑛太 フクイザウルスを救え！
5 大阪 熊澤　克樹 Helate
6 千葉 倉島　海大 イタリアンファミレス経営ゲーム !!!!!!
7 兵庫 チーム Luana 播磨町観光案内
8 長野 青木　優羽 ゴミ分別ゲーム
9 熊本 秋山　勇翔 SMILE TOWN in KUMAMOTO
10 山形 寺津小 5 年 寺津のためにできること
11 宮城 石川　颯亮 牛タン拾いまくれ！！

代表 参加者 作品

12 島根 驛場　乙葉 おばけとおんなのこのものがたり
13 福岡 李　卿瑜 みんなが好きになる平和のまち
14 秋田 カネゴンズ Making my own town
15 奈良 都祁大名チーム つげの町にようこそ！
16 大分 三城　大耀 クルマドローン
17 富山 関谷　直澄 富山を駆け巡れ！オンラインおにごっこ
18 鹿児島 内田　悠進 リズムに合わせて川上踊
19 東京 小長井　聡介 体験シリーズ 1.4　マスク・メーカー
20 佐賀 古賀　巧隼 代わりの消しゴム
21 岩手 三浦　碧人 障害があっても安心して暮らせる街
22 長崎 藤本　佳希 Nagasaki ＆ rain ～ my city ～

代表 参加者 作品

23 岡山 口田　道哉 あいさつの町
24 群馬 M&S みんなで群馬のことを知ろう
25 福島 エイミングフォーファイト 華麗で絢爛！いわきの海を生かしたまち
26 静岡 藤間　浩之祐 Cat Choco Factory
27 茨城 大村　陽 だるまさんがころんだ IN つくば
28 沖縄 Jelani & Satoshi 目の不自由な人を助ける AI プロジェクト
29 鳥取 森　凪 鳥取の歴史を奏でろ
30 香川 天野　仁誠 観音寺マップ（観光案内するよ！）
31 愛知 川口書店 ざんねんなだけどだいすきな愛知県事典
32 埼玉 小野　颯也 とだめぐり
33 徳島 須崎　有哉　 未来の学校　ゆっぴースクール

プレゼンテーション

第 1 部
10：20

～
12：00

プレゼンテーション

第 2 部
13：00

～
14：20

プレゼンテーション

第 3 部
14：30

～
15：50

地方大会紹介

15：50
～

16：20
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宮崎県代表

ぶらっしゅとーく

完成したアプリに新機能をつけると操作のバランスが悪くなる
ので、ブラッシュアップすることが難しくて苦労しました。

他の皆さんの作品を見てたくさん学びたいです。よろしくお願
いします。

作品

ひとこと

意気込み

大阪府代表

堺市
堺市立金岡南小 6 年

熊澤 克樹

Helate作品

WRO2019 に参加したときに英語が分かりづらかったことから
作品を作りました。AI で翻訳したりするのに IBM Watson を
使いました。Watson の文章を音声に変換するモードの情報が
少なすぎて、情報収集に苦労しました。

この決勝大会で自分が作った作品をたくさんの人に知ってもらい
たいと思います。そのためにもこの大会で優勝したいです !!

意気込み

フクイザウルスを救え！

福井県代表

福井市
福井市立森田小 6 年

塚本 瑛太

作品

福井県に来た観光客の皆さんの思い出に残るようなゲームが
あったらいいなと思って作りました。ゲームのメインキャラク
ター「フクイザウルス」が恐竜に見えるようなデザインに苦労
しました。

ゲームをとおして福井県の魅力を全国に発信していきたいです！

意気込み

第 1 部

2020 年度
全国選抜小学生
プログラミング大会　全国大会　

宮崎市
宮崎大学教育学部附属小 6 年

平川 晴茄

ひとこと
ひとこと

ゴミ食べる君

石川県代表

作品

オンラインで市内各所をつないで、街をよくするアイデアを出
し合う会が行われました。そこで、ゴミのポイ捨てを解消する
アイデアとして、ゴミ箱にタイヤをつけて走らせゴミを回収す
る、ゴミ食べる君のアイデアを考えました。

ものづくりやプログラミングは楽しい！を伝えたい。

意気込み

加賀市
加賀市立片山津小 6 年、5 年、4 年

片山津わくわく工作部
下口博人、辰見翔真、川畑翼、
下口美咲

ひとこと

栃木県代表

鹿沼市
鹿沼市立北忍原小 6 年

鈴木 汰芽

とちまる、ミヤリー、ベリーちゃんと巡る
栃木県クイズ旅

作品は 3、4 個作っていて、他の物は時間が足りなかったりし
てしまい大変でした。

僕は、このような大会が初めてなので全力で頑張りたいと思い
ます !!

意気込み

作品

ひとこと

プレゼンテーション



07

宮城県代表

仙台市
仙台市立中田小 4 年

石川 颯亮

牛タン拾いまくれ！！作品

テーマにしている牛タンが大好きで、いつもは近所のスーパー
の牛タンを食べており（仙台はスーパーの牛タンも美味しい）、
お誕生日には地元の名店にも連れていってもらっています。

頑張って作品を作ったので、仙台をアピールし、入賞も勝ち取り
たいです！

意気込み

ひとこと

寺津のためにできること

コロナ禍のなか、寺津の人たちを元気づけることはできないか
と考えてこのプログラムを考えました。改善のための感想用紙
にはぼくたちを励ましてくれる感想が多く入っていました。

見てくださっている皆さんに、私たちの「寺津を何とかしたい」
という思いが届くように頑張ります。

山形県代表

作品

意気込み

天童市
天童市立寺津小 5 年

寺津小 5 年

名和美蘭、太田葵、山口葵、
浦山祐希菜

ひとこと

ゴミ分別ゲーム

学校でゴミ処理場を見学してゴミ分別の大切さを知ったから。
ぼくのまちの埋立地がいっぱいになってしまい新しいものを作
ることになったと聞いたので、なにかできないか考えました。

優勝して、みんなにゴミの分別の大切さをしってもらい、みん
なの町をきれいにしたい。

長野県代表

松本市
松本市立鎌田小 4 年

青木 優羽

作品

ひとこと

意気込み

SMILE TOWN
in KUMAMOTO

ゲームを作ってるうちに先生と仲良くなりました。

自分自身のレベルアップのためにも全力で頑張りたいです！

熊本県代表

合志市
合志市立西合志南小 6 年

秋山 勇翔

作品

意気込み

ひとこと

テーマが「もっと好きになる わたしたちのまち」だったので、
自分たちの町を紹介してみたいと思ったから。みんなと意見交
換が出来たりバグを修正して正常に動作したことが良かった。

何か功績を残せるように頑張りたいです。（城尾）どんな賞で
もいいからもらえたらいいなと思っています。（中村）不安だ
けど、上位を取れるように頑張りたいです。（林）

兵庫県代表

播磨町観光案内作品

意気込み

加古郡播磨町
播磨町立播磨小 6 年

チーム Luana
城尾悠生、中村琉聖、林創太郎

ひとこと

コロナで外出できない中、非日常なゲームを遊べるようにした
のが作成のきっかけです。

僕のゲームを多くの皆さんに見ていただきたいです。

千葉県代表

浦安市
浦安市立南小 6 年

倉島 海大

イタリアンファミレス
経営ゲーム !!!!!!

作品

意気込み

ひとこと

プレゼンターは前列の４人
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邑智郡邑南町
邑南町立瑞穂小 5 年

驛場 乙葉

島根県代表

おばけとおんなのこの
ものがたり

作品

２年前頃に お父さんとお喋りをしていた時に お話しの種が思
い浮かび、いつか作品にしようと考えていました。

優勝じゃないと ダメだぁ～

意気込み

ひとこと

福岡市
福岡市立草ヶ江小 4 年

李 卿瑜

福岡県代表

みんなが好きになる
平和のまち

作品

市民文化祭で「未来のまち」というテーマの絵を描いて受賞し
てから、平和で便利なまちで誰もが楽しく暮らせることに興味
をもちました。それをプログラミングで表現してみました。

福岡県大会の代表として頑張りたいです。

意気込み

ひとこと

Making my own town

苦労した点は絵を描くところ。（明日香）ヨットや車のプログ
ラミング。（正宗）

色々な作品を見て刺激を受けたい。（明日香）優勝できるよう
がんばりたいです。（正宗）

秋田市
秋田大学教育文化学部付属小 6 年、
3 年

カネゴンズ

秋田県代表

作品

金沢明日香・正宗

意気込み

ひとこと

臼杵市
臼杵市立市浜小 3 年

三城 大耀

大分県代表

クルマドローン作品

ぼくの住んでいる町の中心部は、大きなじしんの後に津波の心
配があります。津波が来てもクルマドローンでひがいの少ない
未来の社会になるといいと思いました。

東京に行けなくなったことは残念だけど、発表会でみんなの作品
を見れるのが楽しみです。

意気込み

ひとこと

つげの町にようこそ！

奈良県代表

都祁市
奈良市立都祁小 4 年

都祁大名チーム

作品

いろいろな人に都祁のことを知ってもらいたいから作品を作り
ました。そのためにはどうしたらいいか考えました。自分たち
がしたいことをプログラミングするのが難しかったです。

一生懸命がんばり、プレゼンテーションをいろんな人に見てもら
いたいです。都祁の魅力を伝えたいです！

意気込み

西岡梅愛、松田真宙、松久保央都、
森浦望月

ひとこと

第 2 部

2020 年度
全国選抜小学生
プログラミング大会　全国大会　

プレゼンテーション
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長崎県代表

長崎市
精道三川台小 6 年

藤本 佳希

Nagasaki ＆ rain
 ～ my city ～

作品

僕が育った長崎のことを発信できたら面白いなと思った。興味
をもっているピアノや映像を駆使して作品作りができたらと
思った。何度も何度も作業を繰り返し、スキルは身に着いた。

この作品を通して長崎の良さを発信し、日本中のたくさんの人に
笑顔を届けたい。 

意気込み

代わりの消しゴム

ロボットに興味があったので、学校生活の中で活用できるもの
から消しゴムを自動化しました。手を使っているように動かす
こととモーター制御をプログラムすることに苦労しました。

絶対グランプリを取って、中学に進学したらプログラミングの
クラブを作る !!

佐賀県代表

小城市
小城市立三日月小 6 年

古賀 巧隼

作品

意気込み

ひとこと

コロナで令和２年の川上踊りが中止になったこともあり、川上
踊りのことをたくさんの人に知ってもらいたいと思って作っ
た。撮影のために衣装を着ることができてうれしかった。曲に
あわせて動きや玉の出方を調整するのが苦労した。

いいプレセンテーションをして、優勝できるようにがんばりたい。

鹿児島県代表

リズムに合わせて川上踊

いちき串木野市
いちき串木野市立川上小 6 年

内田 悠進

作品

ひとこと

意気込み

ひとこと

障害があっても
安心して暮らせる街

お父さんと一緒に発表原稿を作ったり、大学生の人たちと、声
を張り上げて発表する練習をすることを頑張りました。

自分なりに精いっぱい頑張ります。

岩手県代表

作品

意気込み

釜石市
釜石市立双葉小 3 年

三浦 碧人

ひとこと

体験シリーズ 1.4
マスク・メーカー

この作品で、48 兆パターンの中から世界にひとつのオリジナ
ルマスク作りや試着を楽しく体験していただきたいです。

東京都代表

多摩市
多摩市立南鶴牧小 3 年

小長井 聡介

STAYHOME 生活が続いていたので、何か役に立つことができな
いか考えたのがきっかけです。家族に手作りマスクを喜んでもら
えたのが嬉しくて、楽しいプログラムを開発しようと思いました。

ひとこと

意気込み

作品

きっかけは、オンラインゲームを自分で作りたいと思ったから
です。プログラムが複雑で何度もあきらめそうになったけれど
がんばりました。

全国のみんなに僕のゲームと富山県の良さを伝えたい！

富山県代表

富山市
富山大学人間発達科学部附属小 6 年

関谷 直澄

富山を駆け巡れ！
オンラインおにごっこ

作品

意気込み

ひとこと
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つくば市
つくば市立学園の森義務教育学校
6 年

大村 陽

茨城県代表

だるまさんがころんだ
 IN つくば

作品

誰でも遊べるようにするにはどうすればいいか考えました。

茨城代表としてがんばります。

意気込み

Cat Choco Factory

静岡県代表

焼津市
焼津市立大井川東小 6 年

藤間 浩之祐

作品

マップチップで作るところが難しかったです。焼津のチョコ
レート工場と近くのチョコレートの工場で、内部がこうなって
いるんだと思って、それに似せたゲームを作った。

グランプリを取りたい！！

意気込み

華麗で絢爛！
いわきの海を生かしたまち

テーマにした市場や釣り公園のイメージがつかめなくて大変で
した。近くにある場所を基として作りました。小名浜の三崎公
園がこんな公園に生まれ変わってほしいなと思いました。

全国で一番になりたい！（一条）賞を取りたい！（奥寺）

福島県代表

作品

岡山県代表

倉敷市
倉敷市立箭田小 4 年

口田 道哉

あいさつの町作品

箭田小学校の挨拶運動をみて、この作品をつくりたいとおもい
ました。

県代表として、ベストを尽くしたいです。

ひとこと

意気込み

群馬県代表

みんなで群馬のことを
知ろう

作品

群馬のことをもっと知りたかったし、知ってもらいたかったか
ら。

ひとこと

群馬のことを全国の人に伝えられるようにがんばります！

意気込み

いわき市
一条：小名浜西小 6 年
奥寺：小名浜第三小 6 年

エイミング
フォーファイト
一条英汰、奥寺竜悟

前橋市
前橋市立桃井小 6 年、3 年
中央総合学院 

M&S
井上真里菜、真一郎

ひとこと

意気込み

ひとこと ひとこと

第 3 部
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徳島県代表

阿南市
阿南市立富岡小 3 年

須崎 有哉　

未来の学校
ゆっぴースクール

作品

SDGs の勉強会に参加して、地球温暖化や再生エネルギーにつ
いて学び、地球にやさしいかんきょうについて考えました。み
んなが安心して仲良く過ごせる未来の学校や町を表現しました。

ひとこと

マインクラフトを使って徳島のことやプログラミングの楽しさを
伝えられたら嬉しいです。がんばって作ったので見てください。

意気込み

観音寺マップ
（観光案内するよ！）

先生から大会の話を聞き、大会に出てみたい！と思いました。
音声は弟の声が作品に合うと思い録音したのですが、気分屋の
ため録音に時間がだいぶかかりました。

県の代表として、頑張って優勝するぞー！

香川県代表

観音寺市
観音寺市立観音寺小 3 年

天野 仁誠

意気込み

お姉ちゃんがレジをしているときに聴覚障害者が来てその人は
手話をするのですがそれが相手側がわからずその人が困ってい
ると聞いたからです。

1 回目の大会で優勝して今の大会にも来ているわけだから優勝
したいです。

沖縄県代表

目の不自由な人を助ける
AI プロジェクト

作品

意気込み

ざんねんなだけど
だいすきな愛知県事典

大好きな愛知県の魅力を伝える為に「ざんねんないきもの事典」
を参考にして作品を作りました。プログラミングだからこそで
きる色々な仕掛けが詰まった楽しい本になっています。

愛知県の魅力を皆に伝えるぞー！（明莉）1 位をとりたーい！
（聡介）

愛知県代表

作品作品

意気込み

とだめぐり

学校がコロナで休みになった時、ぼくの学校はパソコンで授業
をすることになりました。１年生もと聞いて大変だなぁと思っ
たので、パソコンを練習できるゲームを作ろうと思いました。

埼玉県代表

作品

プログラミングの楽しさをみんなとわかち合いたい。

意気込み

戸田市
戸田市立新曽北小 5 年

小野 颯也

音楽の時間に「ふるさと」や鳥取県民歌「わきあがる力」とい
う鳥取県ゆかりの歌を習ったので、お題の「鳥取の歴史」と組
み合わせました。歴史上の出来事を調べるとき、資料によって
内容が違う場合があって苦労しました。

しっかり準備したので、優勝めざして自信を持ってがんばりたい
です。

鳥取県代表

鳥取の歴史を奏でろ作品

米子市
米子市立彦名小 5 年

森 凪
南城市
Lester Middle School 6th grade、
玉城小 6 年

Jelani & Satoshi 
Jelani McGhee、飯塚聡

名古屋市
名古屋市立八社小 4 年、2 年

川口書店
川口明莉、聡介

ひとこと

ひとことひとこと

ひとこと

ひとこと

意気込み

※「ひとこと」「意気込み」はファイナリストへのアンケートから一部抜粋しています。
　また、意味が変わらない範囲で編集をしています。


