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きのくにＩＣＴプログラミングコンテスト Ｓｗｉｔｃｈ Ｕｐ ＷＡＫＡＹＡＭＡ 2021 募集概要

①参加資格・対象
・和歌山県内の学校に在籍する児童生徒(小中高生)から成るグループ 等 ※個人での応募も可

②募集期間
・令和３年５月１４日（金）~１１月４日（木）

③部門
小学校の部／中学校の部／高等学校の部

④応募方法

⑤募集作品
・児童生徒等が、地域の自然・文化・歴史そして人々に目を向け
そこから得たアイデアをもとに、創意工夫を凝らした作品

⑥賞
・小学校の部 （優秀賞/奨励賞）
・中学校の部 （優秀賞/奨励賞）
・高等学校の部（優秀賞/奨励賞）

募集概要

・以下を募集期間内に事務局へ提出
→エントリーシート（グループ名、氏名、学年、学校、代表者連絡先、作成経緯等）
→作品の内容がわかる動画
→コード等がわかる資料

書類審査通過全作品の中から
最優秀賞・協賛企業賞 等を授与

コンテスト全体の流れ

受賞
決定

5月14日(金)
～11月4日(木)

11月中旬 12月19日(日)11月18日(木)5月



きのくにＩＣＴプログラミングコンテスト Ｓｗｉｔｃｈ Ｕｐ ＷＡＫＡＹＡＭＡ 2021 審査概要

審査（書類・最終）
①書類審査（一次審査）・審査基準

すべての応募作品を対象に、書類審査を行いました。
審査は、外部の有識者に審査を依頼し、次の項目を中心に審査します。
⑴ 観察力・発想力・独創性
⑵ 技術力・完成度
⑶ 社会へのインパクト

②通知
・すべての作品に対して、通知しました。
・書類審査（一次審査）にて、“優れている”と評価された作品に対しては、最終審査会の詳細を通知しました。

③最終審査
・オンラインコミュニケーションツール「oVice（オヴィス）」を用いて開催しました。
・最終審査会の審査基準は以下のとおりです。

審査項目 評価の視点

①観察力
・問題に気づき、何が課題かを明確にしているか。

・問題・課題解決のために、情報を収集し、分析・解釈しているか。

②発想力・独創性
・論理的に考え解決策を立て、説得力を持って表現できているか

・視点を変えるなど柔軟性を持って考えられているか。

③技術力
・プログラミングに関する知識・技能を有しているか。

・プログラムする技能

④完成度 ・作品の完成具合

⑤今後への期待 ・更なる発展が期待できるか

⑥地域理解 ・地域社会や文化に関心を持ち、地域へ貢献しようとする姿勢があるか

⑦社会へのインパクト ・より良い生き方やより良い社会について考えられているか



きのくにＩＣＴプログラミングコンテスト Ｓｗｉｔｃｈ Ｕｐ ＷＡＫＡＹＡＭＡ 2021 審査概要

最終審査会＆表彰式の概要
①開催日時

令和３年１２月１９日（日）１３：００～１６：３０
②開催方法

オンラインコミュニケーションツール「oVice（オヴィス）」
③当日次第

１３：００～ 開会
１３：０５～ 小学校・中学校・高等学校の部 プレゼンテーション
１４：０５～ 個別ブースでの質疑応答
１５：１５～ 最終審査（非公開）
１６：０５～ 表彰式
１６：３０～ 閉会

④主催
和歌山県、和歌山県教育委員会

⑤共催
国立大学法人 和歌山大学

⑥協賛
アイレス電子工業㈱、紀州技研工業㈱、紀陽情報システム㈱、クオリティソフト㈱、㈱サイバーリンクス

⑦後援／連携
（一社）和歌山情報サービス産業協会、全国小中学生プログラミング大会
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○コンテスト全体の参加状況

きのくにＩＣＴプログラミングコンテスト Ｓｗｉｔｃｈ Ｕｐ ＷＡＫＡＹＡＭＡ 2021
応募概要

応募数
１４グループ

○応募作品の分類
※ここでは、プログラムによって、現実世界に存在するものを制御する作品
をハード系といい、WEB等非現実世界に存在するものを制御する作品を
ソフト系として分類しています。
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50%
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ソフト系 ハード系

応募
１４作品

（設置主体による分類）
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グループ名 作品テーマ 所属学校等
ロボットの学校 秋葉教室 配り係さん ロボットの学校 秋葉教室

グループ名 作品テーマ 所属学校等

ロボットの学校 ミギー＆秋葉 芋ロボ アクア ロボットの学校
和歌山大学教育学部附属中学校

保田中学校 和info 有田市立保田中学校

笠田中情報部Aチーム SDGs 質の高い教育をみんなに ～私たちにでき
ること～ かつらぎ町立 笠田中学校

笠田中情報部Bチーム SDGs 住み続けられるまちづくりを つくる責任・つ
かう責任（ゴミの分別）～私たちにできること～ かつらぎ町立 笠田中学校

チームNishiwaki 梅干しの種を取りやすくするロボット 和歌山市立 西脇中学校

グループ名 作品テーマ 所属学校等

てぶくろず 眠気にアタック！！
学生だからこそ作れた、学生のための最終兵器 県立 向陽高等学校

つれもていこら！スペースポート紀伊！ 2021宇宙の旅 県立 串本古座高等学校

サモサモ あなたの体温で変幻自在 和歌山信愛高等学校

紀北コンピュータ部01 Myタスクエディタ 県立 紀北工業高等学校

紀北コンピュータ部02 ブロック消しゲーム 県立 紀北工業高等学校

ゴキダルマーズ わかやま高校生クイズ in ENGLISHの 練習アプリ 県立 星林高等学校

○小学校の部

○中学校の部

○高等学校の部

最終審査会出場チーム（ファイナリスト）一覧



最終審査会＆表彰式の座組

（日本アイ・ビー・エム株式会社）

主催：和歌山県、和歌山県教育委員会
共催：国立大学法人 和歌山大学
• 県内外の学識有識者やICT企業を審査委員に選任。
• 県内外のプレイヤーによる産学連携を通じ、“次世代を“よりよく生きていく力”を評価しうる体制を構

築。
○審査委員

○協賛企業

（クオリティソフト株式会社 ） （和歌山大学 ）

○後援・連携

全国小中学生プログラミング大会
実行委員会 7

（NPO法人 CANVAS）



最終審査会&表彰式

○当日視聴者

○審査委員
• NPO法人CANVAS 代表
／慶応義塾大学メディアデザイン研究科 教授 石戸 奈々子 氏

• クオリティソフト㈱
代表取締役社長 浦 聖治 氏

• 東京大学 先端科学技術研究センター
教授 稲見 昌彦 氏

• 日本アイ・ビー・エム㈱ テクノロジー事業本部
第二カスタマーサクセス部長 戸倉 彩 氏

• 和歌山大学 戦略情報室
教授 満田 成紀 氏

合計：７７名
• ファイナリスト：３７名
• 審査委員：５名
• 協賛企業：４名
• 一般視聴者：１５名
• 運営スタッフ：１６名



• グループ名 ：ロボットの学校 秋葉
（ロボットの学校 秋葉教室）

• メンバー ：濱渦 康汰、大浦 苺夏
若林 英明、濱渦 策子

• 作品テーマ ：配り係さん
• 作品の概要：先生から預かったものを学級内に配る“配

り係”の仕事や先生の採点作業をサポー
トするロボット。〇と✔を書くときの時間差
で採点を自動判定し、座席に紐づけた
色コードをセンサーにかざすことで、配布
物をその席に届けることができる。

• 使用言語：Scratch
• プレゼンター：和歌山大学

教授 満田 成紀 氏

○表彰の様子

○受賞作品

きのくにＩＣＴプログラミングコンテストＳｗｉｔｃｈ Ｕｐ ＷＡＫＡＹＡＭＡ 2021
小学校の部 優秀賞



• グループ名：チームNishiwaki
（和歌山市立西脇中学校）

• メンバー ：土谷 怜冴、亀岡 良太
西林 奏志、小原 瑛太、古谷 駿

• 作品テーマ：梅干しの種を取りやすくするロボット
• 作品の概要：ベルトコンベアにのせた梅干に対して

センサーが反応することで刃が動き、
梅干しを切ることができる装置。
今後は自動で種を取りだす機能の
実装にも取り組んでいく予定。

• 使用言語等：Scratch
• プレゼンター：日本アイ・ビー・エム

戸倉 彩 氏

○表彰の様子

○受賞作品

きのくにＩＣＴプログラミングコンテストＳｗｉｔｃｈ Ｕｐ ＷＡＫＡＹＡＭＡ 2021
中学校の部 優秀賞



• グループ名：てぶくろず（県立向陽高等学校）
• グループメンバー：林 祐樹、奥田 紗千
• 作品テーマ：眠気にアタック！！学生だからこそ

作れた学生のための最終兵器
• 作品の概要：加速度センサー等により居眠りを検知

し、耳にかけたデバイスからモスキート音
を流すことで居眠りを防止する装置。
周波数やセンサーの計測時間を変更
することで、運転時の居眠り防止等に
も転用可能。

• 使用言語等：C言語
• プレゼンター:東京大学

教授 稲見 昌彦 氏

○表彰の様子

○受賞作品

きのくにＩＣＴプログラミングコンテストＳｗｉｔｃｈ Ｕｐ ＷＡＫＡＹＡＭＡ 2021
高等学校の部 優秀賞
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最優秀賞
• グループ名：つれもていこら！スペースポート紀伊！

（県立串本古座高等学校）
• グループメンバー：清野 健太郎
• 作品テーマ：2021宇宙の旅
• 作品の概要：和歌山県の新たな魅力として期待さ

れるロケット（串本町で打上げ予
定）について、様々な情報を発信
するアプリを開発。
アプリではマップ上に発射日や発射
場所、ロケットの画像といった様々な
情報が掲載されており、“宇宙”と
“観光”を結びつける。

• 使用言語等：JavaScript
• プレゼンター：NPO法人CANVAS

代表 石戸 奈々子 氏

○表彰の様子

○受賞作品



賞 グループ名 作品テーマ 所属学校等

最優秀賞 つれもていこら！スペースポート紀伊！ 2021宇宙の旅 県立 串本古座高等学校
小学校の部優秀賞 ロボットの学校 秋葉 配り係さん ロボットの学校 秋葉教室
中学校の部優秀賞 チームNishiwaki 梅干しの種を取りやすくするロボット 和歌山市立西脇中学校

高等学校の部優秀賞 てぶくろず
眠気にアタック！！
学生だからこそ作れた
学生のための最終兵器

県立 向陽高等学校

奨励賞 ロボットの学校 ミギー＆秋葉 芋ロボ アクア ロボットの学校 秋葉教室

奨励賞 保田中学校 和info 有田市立保田中学校

奨励賞 笠田中学校情報部A SDGs 質の高い教育をみんなに
～私たちにできること～ かつらぎ町立 笠田中学校

奨励賞 笠田中学校情報部B
SDGs住み続けられるまちづくりを
つくる責任・つかう責任（ゴミの分別）～
私たちにできること～

かつらぎ町立 笠田中学校

奨励賞 サモサモ あなたの体温で変幻自在 和歌山信愛高等学校

奨励賞 紀北コンピュータ部01 Myタスクエディタ 県立紀北工業高等学校
奨励賞 紀北コンピュータ部02 ブロック消しゲーム 県立紀北工業高等学校

奨励賞 ゴキダルマーズ わかやま高校生クイズ
in ENGLISHの練習アプリ 県立星林高等学校

賞 グループ名 作品テーマ 所属学校等

協賛企業賞
（アイレス賞） サモサモ あなたの体温で変幻自在 和歌山信愛高等学校

協賛企業賞
（紀州技研賞） ロボットの学校 ミギー＆秋葉 芋ロボ アクア ロボットの学校 秋葉教室

和歌山大学教育学部附属中学校
協賛企業賞

（紀陽情報システム賞） 紀北コンピュータ部01 Myタスクエディタ 県立紀北工業高等学校
協賛企業賞

（クオリティソフト賞） 紀北コンピュータ部02 ブロック消しゲーム 県立紀北工業高等学校

協賛企業賞
（サイバーリンクス賞） 保田中学校 和info 有田市立保田中学校

最終審査会結果一覧

○協賛企業賞（協賛企業により選定）

○各種賞（主催者が選定）



参考：きのくにＩＣＴプログラミングコンテスト Ｓｗｉｔｃｈ Ｕｐ ＷＡＫＡＹＡＭＡ 2021


