
作品名 ツール 名前 学年
いろいろな⼈のための消毒エレベーター IchigoJam 丹野 椋介さん

マスクポーン IchigoJam

⼀⽯三⿃︕コロナ対策ロボット IchigoJam

かざしてプッシュ 消毒くん IchigoJam

ぼーくん IchigoJam

⾃動換気ロボット カンキーくん︕ IchigoJam

おかえりロボット IchigoJam

⾃動カーテンあけあけくん IchigoJam

ゴミ箱ロボット（⾛るせんとくん） IchigoJam 藤原 美央さん

正しくソーシャルディスタンスを取ろう︕ SakuranboJam 本⽥ 依織さん

Ichigojam 伊澤 駿さん

obniz 今野 涼介さん

怪我をしないようにする⾃動換気窓 IchigoJam 丹野 椋介さん

究極（アルティメット）カルピスマシーン 渡邊 幸成さん

micro:bit 渡邊 幸成さん

習い事おしらせくん IchigoJam 阿部  ⼩春さん

メカ⾞ Arduino 阿部 ⼤河さん

熱中症対策にこれ⼀つ︕⽔分補給チェッカー Arduino 柴澤 柊⽻さん

卒業制作 本⽥ 依織さん

環境データ送受信機 渡邊 晴⽃さん

⾊御神籤と賽銭箱 IchigoJam 宇野 與将さん

サイコパスオクトパス IchigoJam 宇野 陽翔さん

ラーバ式 モーターショットガン IchigoJam 清⽔ 晴太さん

お稲荷さん micro:bit 末永 羚恋さん

魔法のドア IchigoJam 阿部 優希さん
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⼩学6年

堀江 眞咲さん
⾼橋 莉⼦さん

久保⽥ 誠⽴さん
柏倉 優希さん

⼭形⾕ アランさん

⼩学6年

⼯藤 理⼦さん
間宮 椛さん

倉掛 颯也さん
加藤 ⿓晟さん

⼩学6年

伊澤 駿さん
中村 夢叶さん
桜井 ⼼美さん
鈴⽊ 瑛⼠さん
遠藤 宝さん

⼩学6年

井上 真綾さん
加藤 颯真さん
柴崎 凛⼦さん
狩川 祐⼈さん

⼩学6年

阿部 七海さん
近藤 凜空さん
⽊村 彩莉さん

岩⽥ 裕次郎さん

⼩学6年

中⼾川 央⼦さん
海⽼原 旺典さん
吉⽥ 朱⾳さん
⽣井 明さん

御⼿洗 祐輔さん

⼩学6年

佐島 祥⼤朗さん
⼭道 駿さん

神⼭ 咲弥さん
⽯川 花楓さん
⼭中 湊仁さん

⼩学6年

⼩学6年

⼩学6年

右往左往 MASK ⼩学6年

UVC紫外線殺菌ライト付 リサイクル扇⾵機 ⼩学6年

⼩学6年

Ichigojam，MapleSyrup ⼩学4年

RGBマシーン ⼩学4年

⼩学4年

⼩学5年

中学3年

IchigoJam，PanCake ⼩学6年

Raspberrypi，Python 中学1年

⼩学5年

⼩学3年

⼩学5年

⼩学6年

⼩学5年



作品名 ツール 名前 学年
Ｌｅｔʼｓ ｇｏ プログラミング教室 IchigoJam ⾼橋 明⽇⾹さん

ななもる 室⼭ 七海さん

Tanbot ver2 市川 ⼤雅さん

おむすびころりん Scratch 斎藤 聖⽮さん

侍バトル Scratch 斎藤 聖⽮さん

旅の冒険 Scratch 斎藤 聖⽮さん

はらぺこきょうりゅうだいぼうけん Scratch 阿部 ⼩春さん

着せ替えゲーム Scratch 阿部  ⼩春さん

電⾞連結ゲーム Scratch 梶原 ⽇向汰さん

Scratch 梶原 ⽇向汰さん

アクションゲーム Scratch ⽊村 聡太さん

最後に気をつけろ Scratch 千葉 ⼤雅さん

この世界は破滅する Scratch 早坂 俐蕪さん

NO  END IchigoJam 千葉 幸村さん

気体分⼦観察プログラム Unity 星川 琳⾳さん

ぽてと農場 Unity 野地 亮成さん

クイズで育つペットのゲーム Scratch ⻩⽊ 綾乃さん

⽜タンを焼いて⾷べろ︕︕⾒つかるな︕︕ Scratch 安達 健真さん

緑⿓のくねくね迷路 Scratch 安達 健真さん

⻤ごっこ Scratch ⽯野 駿さん

回避︕ Scratch 吉野 ⽇菜さん

避けゲー Scratch 備前 友紀さん

宇宙への旅 Scratch 三浦 嘉要さん

元素ポーカー Scratch 広⼭ 俊介さん

ねこのゲームショー Scratch jr ⽔野 カレンさん

Scratch 泉⽥ 隆成さん

Scratch 草野 想⼤さん

Scratch 村⼭ 創⾵さん

花⾒で⼀杯 〜花札チュートリアル〜 Scratch 村⼭ 慧吾さん

Scratch ⼩岩 義紀さん

KEDAMADASH!!! IchigoJam 泉⽥ 隆成さん

スーパーバトルパーティ unity ⼋巻 実⿓さん

Scratch 菅井 清良さん

ノートパソコンを直そう Scratch 熊⾕ 永樹さん

Flower planting Scratch 中⼭ 瑛蓮さん

ＳＤＧｓ ＡＣＴＩＯＮ Scratch ⽯川 颯亮さん

⾍コレクション Scratch ⽩⿃ 蒼典さん

忍者の戦い Scratch

海のごみをやっつけろ Scratch 吉澤 慶⼈さん

仲間を助けるためにボスを倒せ︕ Scratch 海⽼原 旺典さん

料理さん 末永 愛詞さん

Scratch 向井 奏空さん

お⺟さんの戦い 〜Ｇ編〜 Scratch 阿部 優希さん

恐怖の館 Scratch ⾼橋 明⽇⾹さん

Trampoline Cat Scratch 泉⽥ 隆成さん

マーケティングアドベンチャー Scratch ⼤堂  惠嗣さん

たくさんのご応募ありがとうございました︕

⼩学5年

Blocky，Python，M5stack，M5stickV ⼩学6年

esp32，arduino IOT cloud 中学2年

中学1年

中学1年

中学1年

⼩学4年

⼩学4年

⼩学4年

H5⾞掌ゲー ⼩学4年

⼩学6年

⼩学5年

⼩学5年

中学1年

⼩学6年

中学3年

中学2年

⼩学6年

⼩学6年

中学2年

⼩学5年

中学1年

⼩学6年

中学3年

⼩学3年

SHOOTING WORS 中学2年

GETクレーンゲーム 中学1年

辺境調査報告書?ゴミ処理シューティング? 中学1年

中学3年

冒険者を倒せ! 中学1年

中学2年

⼩学6年

⼩学3年⽣から始める︕算数 ⼩学6年

⼩学6年

中学1年

⼩学5年

⼩学6年

ZHU MATTHEWさん ⼩学3年

⼩学6年

⼩学6年

kurikit，TeachableMachine 中学2年

?ＣＡＲ＆ＱＵＩＺＧＡＭＥ? ⼩学5年

⼩学5年

⼩学5年

中学2年

中学2年


