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学年 性別 Q1. 「あなたにとって、いま１番面白
い遊びは何ですか？」

 Q2. 「その遊びは、どんな時にしま
すか？」

 Q3. 「その遊びは、どのしゅんかん
が一番面白いですか？」

 Q4. 「その遊びが禁止されたら、か
わりに何をしますか？」

 Q5. 「あなたが苦手な遊びは何です
か？その理由も教えてください。」

 Q6. 「あなたがやりたいけどできな
い遊びは何ですか？その理由も教
えてください。」

 Q7.  私が考えた「相手の遊びがもっと楽しくなるひみつ道具」のアイデア

4年生 女子 絵を書くこと 暇なとき 絵が完成したとき みんなと話す 鬼ごっこ理由はしるのがにがてだか
ら

絵がうまくなる鉛筆

4年生 女子 ひまなとき 絵を書く スーポつけい 絵が上手くなる鉛筆

4年生 女子 リップスティック 友だちと遊ぶとき スピードがついたときとのるとき じてんしゃ だるまさんがころんだ　　罪悪感が生
まれるから

スケボー　　　　ないから ほしいとをもったらなんでもてにはいるぼたん

4年生 女子 おままごと 休日にぬいぐるみを使って遊ぶとき ぬいぐるみが料理を失敗するとき 絵を書く クイズ　意味がわからない時がある
から

縄跳び　雨の日は、できないから ほしい遊び道具が必ず出てくるカバン

4年生 女子 トランプ 寝る前 知恵縄（コロナ） やなこと消え掃除

4年生 女子 タブレット 休日 ふうせんゲーム トランプ 将棋 いろいろなべんきょうやいろいろなスポーツをやることです

4年生 女子 おにごっこ 時間があるとき にげるとき ボール遊び サッカー　理由・けるのが、はやいか
ら

バレーボール　理由・学校で、できな
いから

しょうぎ・鬼ごっこ

4年生 女子 バトミントン 天気がいい時 羽を打ち返せて、勝てた時 外で、ボール遊び 鬼ごっこ　疲れるから。 水泳　水を飲んでしまうと、苦しいか
ら。

バトミントンをする相手がいない時、いっしょに遊んでくれる、ロボット。

4年生 女子 タブレット 休日 風船ゲーム トランプ 将棋 バトミントン どこにいてもどんなときでも使えるタブレット

4年生 女子 アルゴ 一人でも、一緒にアルゴをしてくれるロボット。

4年生 女子 読書　ブランコ 休み時間　 面白い展開が来たとき　いつもより
高くん

欲しい物を思い浮かべるとその欲しい物が出てくるバック

4年生 女子 絵をかく ひまなとき
天気が悪い時

じょうずにできたとき おにごっこ
読書

ボール遊び
理由
上手にそうさができないから

水泳
理由
夏にならないとできない

絵を書いてつかれたらロボットがボールを上手に使えるように教えてくれる

4年生 女子 鬼ごっこ 友達と遊ぶとき 友達と追いかけるとき しょうぎ 野球　理由　やったことがないし、む
ずかしそうだから

しょうぎ　理由　お母さんやおばあ
ちゃんならできるけどあんまりやって
くれないから

ボールかくれ、おにごっこ

4年生 女子 もしもボックス

4年生 女子 氷鬼 晴れているときと雨がふっているとき
も

鬼がちかずいてきて危ないとき 隠れ鬼 かくれんぼ　楽しいけど、隠れている
ときに、鬼に、見つかるのが不安だ
から

ドッジボール　ボールを投げるときに
相手に当たらないと恥ずかしいから

かくれんぼをするときにかくれ終わった人を鬼に知らせてくれるぬいぐるみ

4年生 女子 バトミントン 天気がいいとき はねをうちかえしたとき 外でボールあそび おにごっこ【つかれる】 水泳（のむとくるしい） PCでうちかえしてたのしくあそべて学年でだれでもできるバトミントン

4年生 女子 絵をかくこと ワクワクするとき 上手にかけたとき ゲーム 鬼ごっこ　つかれるから なわとび　家でできないから 絵がすごく上手にかける色えんぴつ

4年生 女子 タブレット 休日 ふうせんゲーム トランプ しょうぎ
理由は、ルールが分からないから

バトミントン
理由ひろいところがないから

プログラミング

4年生 女子 ひきずもう 友達と一緒に笑顔なりたい時 負けそうになった時 押し相撲 サッカー（ボールをけれないから） バスケットボール（ボールを扱うのが
苦手だから）

ボールアドバイス（ボールのことの知識を教えてくれたりアドバイスしてくれ
たりする針ねずみ）

4年生 女子 鬼ごっこ 友達と遊ぶとき 友達と追いかけるとき 将棋 野球　　
やったことないし難しそう

将棋　　お母さんやおばあちゃんなら
やってくれるけどあまりやってくれな
い

いろんな遊びで
オンラインで、できるシステム

4年生 女子 タブレット 休みの日 風船ゲームをしている時 トランプ しょうぎ　ルールがわからない。 バトミントン　広い場所がない。 自分に合うアプリを出してくれる、道具。

4年生 女子 鬼ごっこ 時間があるとき 逃げるとき ボール遊び サッカー　けるのが早いから バレーボール　学校でできないから 自分だけの遊べる場所がつくれる靴

4年生 女子 リップスチィク 暇なとき くだるとき ポケカ リップスチィク城

4年生 女子 えをかくこと わくわくするとき じょうずにかいたとき ゲーム おにごっこ(つかれる） なわとび（家でできない） PCでたのしくおもしろいえがかける

4年生 女子 uno 家族とご飯を食べ終わったとき かぞくがひとり抜けたとき トランプ 神経衰弱 欲しい物がカードに書かれているカード引けば欲しい物が入る

4年生 女子 絵をかく ワクワクするとき 上手にかけたとき ゲーム 鬼ごっこ　
理由　疲れるから

縄跳び
理由　家の中でできないから 絵のヒントになるような物が出せる物

4年生 女子 おままごと 初日にぬいぐるみを使う時 ぬいぐるみがりょうりをしっぱいした
時。

絵をかく クイズ
意味が分からない問題が出たりする
から

なわとび
雨の日もあったりするから

ハッピー１日!!  イエーイ

4年生 女子 タブレット 休日 風船ゲーム その遊びができる場所が出てくるもの

4年生 女子 宝探しゲーム　遊具（ブランコ） あまり見つけられない時 どく ブランコで勝手に高くできるブランコ

4年生 女子 タブレット 　 ドームでおにごっこ

4年生 女子 一輪車 休み時間 上手く、回れた時 トランプか一年生と遊ぶ サッカー理由は、運動が苦手 リップスティック理由は、学校に無い
から

どんな時も楽しめる秘密道具

4年生 女子 一輪車 雨が降っていない休み時間 乗り始め トランプ サッカー　泥がつくから 鬼ごっこ　体育館の割当 場合や時間を言うとそのときにあった遊びを教えてくれるアプリ

4年生 女子 ドッジボール みんながいるとき 投げるとき 鬼ごっこ サッカー理由は足がぶつかって痛そ
うで怖い

無い みんなが怖がらずに遊べるような秘密道具

4年生 女子 本を読む。 暇なとき。 いろんなことが知れるから。 トランプをする。 サッカー　　野球 水遊び 「ウインクキラー」というゲーム。

4年生 女子 ブレボー 晴れているとき スリルがでるとき テレビ、宝石集め 鬼ごっこ、体力が少ない ない リモコンで操作

4年生 女子 一輪車 晴れてるとき。 こぐしゅんかん。 トランプ。 サッカー
理由はうまくけれないから。

水泳したいけどうまく泳げない。 全部うまくできるようになれる道具。

4年生 女子 一輪車 したい時 乗っている時 トランプ 砂遊び
理由は、靴の中に砂が入るから

ゲーム
その理由は、お母さんが買ってくれ
ないから　

空を飛べる遊び道具
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4年生 女子 プールの中で鬼ごっこ ならいごとの最後 つかまりそうになったとき キャッチボール サッカー　　理由は服が汚れるし、
ルールをよく知らないから

野球がやりたいけど中学生がする遊
びだと思ってるから

小さくなれる道具

4年生 女子 運動 遊びたい時 動いている時 トランプ 読書　理由つまらない トマト投げゲーム トマト投げドッヂボール

4年生 女子 キーボー島 休み時間 キーボー島の相手に勝った瞬間 読書 鬼ごっこ　ひたすら追いかけ回わさ
れるから　竹馬　バランス感覚がと
れないから

一輪車　すぐ取られるから(一輪車
が)

みんながあきないすごく楽しい「いじめ」がない道具

4年生 女子 一輪車　 晴れてるとき 空中乗りが出来たとき トランプ ドッジボール　ボールが回ってこない
から

ゲーム　壊れてるから いつでも出入りできてなんでもある四次元空間ドーム

4年生 女子 鬼ごっこ 休み時間 鬼から逃げれたとき ドッチボール かくれんぼ　隠れる所がない ない みんなが仲良く遊べる秘密道具

4年生 女子 パソコンゲーム 休み時間 相手に勝ったとき 読書 サッカー　理由ルールが難しそう‥
怪我をするかもしれないから。

ゲーム　理由お金がかかるから。 休み時間には遊びたいものが遊んだりできる道具

4年生 女子 リップスティック 晴れてるとき 曲がるとき 一輪車 サッカー、ルールがわからない。 ない スピード調節

4年生 女子 テニス 休日 打つ時 レゴブロック 本を読むのが苦手　目が痛くなって
読めなくなる[長い分を読む時]

ゲーム　目が痛くなるから レゴブロックの人形がほんをよんでくれる　

4年生 女子 スケート 夏休み すべるとき ピアノ 🏈ラグビー🏈 ともだちのうちにあそびにいけない。 タックルされても痛くないクッション

4年生 女子 トランプ ひまなときに かったとき ピアノ ドッチボール
理由は、当たらないから

一輪車
理由は、あいてないときがあるから

髪をとかしてくれる

4年生 女子 スケボー 暇があるとき スベルとき 縄跳び サッカー　理由　けるのが難しいから 一輪車　理由　家にないから 物はこびき

4年生 女子 英語の勉強 昼休みや中休み 問題の答えがわかったとき バスケットボール おにごっこ・かくれんぼ・サッカー　理
由は、おにになるとさけられるから。

友達の家に行って遊ぶ。理由、習い
事があるから。

勉強が理解できて、すぐ終わる道具。

4年生 女子 一輪車 休み時間 乗り始め トランプ サッカー　泥だらけになるから 鬼ごっこ　体育館 あそじょうほう　ときや時間をゆうとその時似合う遊びを紹介してくれるアプ
リ

4年生 女子 なわとび 家 新しい技ができたとき パズル おままごと　こどもっぽいから テニス　ラケットがないから ビックライト

4年生 女子 キーボー島 休み時間 クリアできた時 本を読む おままごと　はずかしいから ゲーム　禁止されているから こっそりゲームができる勉強机

4年生 女子 きかいいじり 家 成功したとき サッカー おままごと　こどもみたいだから 野球　やる場所がないから なんでもかいぞうできる道具

4年生 女子 スポーツ 休み時間 走っているとき ゲーム 一輪車乗れないから スライム作りお母さんがスライムが
嫌いだから。

スライムゲーム

4年生 女子 ダンス 家 サビを踊っているとき 買い物に行く サッカー　できないから プール　行けないから 一瞬で水がたまるビニールプール

4年生 女子 フラフープ 体育館が使えるとき たくさん回ったとき キャッチボール サッカー
ふんでころんでしまうときがあるから

ジェットコースター
どこにあるかわからないから

ボールがグニャグニャに柔らかいもの

4年生 女子 クロームブック（キーボー島） 中休み 勝ったとき P剣 鬼ごっこ
転んだりしたら嫌だから

ドッジボール
一緒にやる人がいないから

転んでも痛くなく、すぐに人が集まるひみつの道具

4年生 女子 ゲーム 時間がある時 物を買う時 テニス サッカー　好きじゃないから おにごっこ　車がたくさん通るから 夢の鬼ゲーム　なんでもかなえて鬼からにげるゲーム

4年生 女子 スポーツ 休み時間 走っているとき ゲーム 一輪車　乗れないから スライム作り　お母さんが嫌いだから スライム作りができるスマホゲーム

4年生 女子 スポーツ 休み時間 できたとき 寝る サッカー スライム、よごれるから テニス

4年生 女子 ストレッチ ひまなとき 柔らかくなったと思ったとき ラジコン なし なし なんでも、遊びができる道具

4年生 女子 絵を書くこと 家でやる 色塗り クローム サッカー理由、運動が苦手だから スライム作り理由、材料がないから 勉強が、やる気が出る机

4年生 女子 クロームブック 休み時間 クリアした瞬間 読書 野球
・やり方が分からないから

すごろく
・遊び相手がいないから

ゆっくりクロームブックができる場所
・秘密基地

4年生 女子 折り紙 空いている時間 完成したとき クローム 読書　理由、読むだけだから ドッチボール　理由、人数がいない クロームで折り紙ができるアプリ

4年生 女子 スイッチ(マイクラ) 家 アレックスが倒される時 テレビでYouTube 苦手な遊びはありません プロペラカー　タイヤをなくしたから ドラえもんポケット

4年生 女子 きかいいじり 家 成功したとき サッカー おままごと　こどもみたいだから 野球 部屋が大きくできる道具

4年生 女子 本を書くこと。 学校または家。 作っているメンバーとやる時。 読書する。 外で遊ぶこと。　暑いし日焼けするし
つまんないし虫に刺されるから。

アーチェリー　道具を持ってないしや
る場所がないし費用がかかる。

貸し切りチップ

4年生 女子 クローム 中休み キーボー島でかったとき 読書 おままごと　理由　演技が苦手だか
ら。

ドッジボール　理由　場所がないか
ら。

体育館で、二人でボールをなげてあいてのぼうるをきゃっちしたあそび。　

4年生 女子 おにごっこ 友だちと遊んでいるとき 逃げるとき リレー 野球　ルールが分からないから サッカー　泥まみれになるから 違う鬼ごっこのルールを考えてくれる道具

4年生 女子 ｐ検 休み時間 結果の瞬間 キーボー島 野球　理由・・・練習してないから、や
る場所がない

楽器　理由・・・置く場所がない パソコンと楽器が一斉にできるもの

4年生 女子 本読むこと 昼休み 最後 クロームブック 外で遊ぶ　暑いから 人形遊び　だれかに見られるから 秘密基地できる装置　どこかに秘密基地を作ってくれる。

4年生 男子 バレーボール 友だちが集まっているとき パスが上手く行ったとき 野球 ドッジボール　あたったら痛いから 上と同じく（あたって揉めるのが嫌） 柔らかいボール

4年生 男子 サッカー 晴れたとき ゴールを決めたとき 野球 鬼ごっこ（鬼が少ないことがある） テニス(ラケットがない) やりたいスポーツを入力すると、「何回しますか？時間は何分ですか？」な
どの質問が出てきて、それに答えるとやりたいスポーツのための道具、ス
ペース、人が出てくる。そして十分楽しんだとコンピューターが判定したら、
もともとの場所に戻される。

4年生 男子 けん玉 ひまのとき 高速出できたとき カードゲーム むじゅう力マシン

4年生 男子 ドッジボール 昼休み 投げるとき 鬼ごっこ 野球
顔にボールが、当たるのが怖い

サッカー
ルールが分からない

なんでも分かるルール説明AI

4年生 男子 かくれんぼ 暇なとき 隠れるているとき 色鬼 鬼ごっこ（捕まえづらい） 野球　　面白そう やりたい遊びを言ったらその道具とできる場所が出てくる道具

4年生 男子 もしもボックス
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4年生 男子 自由の時間を作れる秘密道具

4年生 男子 鬼ごっこ 休み時間 タッチしたとき 道具や場所がなくてもそのスポーツにあったコーチがいる好きな時にでき
る道具

4年生 男子 食虫植物観察 学校が終わって暇な時 食虫植物が虫を捕らえた時 昆虫観察 バスケットボール自由投げるのが下
手

食虫植物をたくさん買う 集中ペン

4年生 男子 レゴブロック やらなければいけないとき 作りたい物が完成したとき ゲーム 鬼ごっこ（息が続かない） 逃走中（そのためのスペースと人数
ものがないから）

pcが牢屋を作って学年全体でpcでできる逃走中

4年生 男子 鬼ごっこ 学校の休み時間 追いかけられたとき ドッジボール 竹馬
あまりしたことがなくこわいから

サッカー
おおきいゴールがないから

バランス竹馬

4年生 男子 鬼ごっこ 楽しいことをしたいとき 逃げるとき 野球 ありません ありません 勉強とやることが終わると、急に頭の中に「何をしたいですか？」という質問
が来て、それに「〇〇はこうで〇〇をこう…」というように考えると、その機
械の中に吸い込まれ、その機械が作った特別な場所で、さっき考えたこと
ができる。

4年生 男子 (ゲー厶）フォートナイト 家でひまになった時 ビクロイをした時 （ゲーム）マイクラ 野球
理由はびびリだから

野球
理由はやりたいけど野球の球が来
る時こわいから。

VR〇〇ゲーム

4年生 男子 ミートピア（スイッチ） 土日の昼から 強いボスをたおしたとき マインクラフト スポーツ（サッカ一をぬく）うんどうを
したらつかれるからあとびっくりする
から

サッカー
理由は、たいりょくをつかうからと、マ
スクをはずしたいけどコ口ナでしん
ぱいだしねっち
ゅうしょうのきけんがあるから。

プログラミング

4年生 男子 かくれんぼ ひまなとき かくれている時 色鬼 鬼ごっこ　つかまえるのが大変。 野球　面白そうだけど、道具がない。 かくれやすいところを見つけてくれる、道具。

4年生 男子 ダイの大冒険クロスブレイド+工作 土日 必殺技 Minecraft 水泳 恐竜のゲーム 万能工作道具

4年生 男子 おにごっこ 休み時間 タッチしたとき 消しゴム落とし かくれんぼ
さがすのがたいへん

ジャングルジム
コロナでできない

自分だけができるジャングルジム

4年生 男子 鬼ごっこ 休み時間 タッチしたとき 消しゴムおとし かくれんぼ理由は、さがすのがたい
へんだから

ジャングルジム理由は、コロナだか
ら

コロナがなくなるのを僕もまっています。

4年生 男子 もしもボックス

4年生 男子 サッカー 晴れたとき ゴールをきめたとき 野球 鬼ごっこ　鬼が少ないときがあるか
ら。

テニス　ラケットがないから。 サッカーをしていてゴールの近くに来たら「絶対ゴールできる」という気持ち
がわいてくる石。

4年生 男子 鬼ごっこ 学校の休み時間 追いかけられるとき ドッジボール 竹馬。理由はあまりやっていないか
ら怖い。

サッカー。理由は本格的なゴールな
どがないから。

まず、その機械に何でもいいからやりたいことを入力する。そして、さらに嫌
いか嫌いではないかを答える。そして嫌いだった場合、そのバーチャル映
像またはその良さを流し、それで好きになったと判定したらそのための道
具、場所、ときによっては人が用意される。

4年生 男子 ゲームフォートナイト 学校から帰ったあと 勝った時 ユーチューブ ソフトボール投げ　投げるのが苦手
だから

アスレチック　コロナでいけない ゲームの世界に入れるタブレット

4年生 男子 一人プロレスごっこ 暇な時 プロレスの技を出す時 バスケットボール サッカー理由けるのが苦手だから ドッジボール理由ボールが投げられ
るけど相手にあんまり投げれない

苦手なもの克服チャーハン量がすごく多いけど食べきると苦手なものでも
克服できるようになる😄!!!

4年生 男子 絵を書くこと 家や学校 完成したとき スポーツ 色塗り　理由、 野球　理由、道具がない 何でもロボット　何でも手伝ってくれたり、アドバイスしてくれるロボット。

4年生 男子 ドッジボール 昼休み ボールを取るとき 変わりおに サッカーやり方が分からない 野球ボール当たるのがこわい もしもボックス

4年生 男子 絵しりとり 昼休み 友達の絵がなにか おにごっこ かくれんぼ　理由・かくれるのがにが
て　

ひなたごっこ　理由・かくれるのがに
がて

天気におにごっこ

4年生 男子 かくれんぼ ひまな時 隠れてる時 色鬼 おにごっこ
つかまえるのがむずかしいから

野球道具がないから 操り人形人間がた

4年生 男子 トランプ魔神ロボット

4年生 男子 ドッジボール 昼休み 相手に当てる時 鬼ごっこ 木のぼり　運動しんけいがわるいか
ら

鬼ごっこはできるけど相手の表情が
わからないからちょっとさみしい

表情みえみえマスク

4年生 男子 サッカー はれた時 ゴールをきめたとき やきゅう おにごっこ
理由
おにが少ない場合があるから

テニス
理由
ラケットがない

相手がいなくてもいっしょにしてくれるロボット

4年生 男子 スマブラ 宿題が終わった時 相手を倒した時 ゲームプログラミング しんてんがおそいもの ない そのゲームがあってそのゲームの気に入らない所は、消せて自分のおも
いどおりのゲームができる　内容かきこみん

4年生 男子 鬼ごっこ 楽しいことをしている時 逃げている時 野球 ないです。 ないです。 プログラミング

4年生 男子 もしもボックス

4年生 男子 レゴブロック やらなければいけないことが全くな
いとき

作りたいものが完成したとき ゲーム 鬼ごっこ理由息が苦しくなるから 逃走中。理由そのための、人数、ス
ペース物がない。

特別貸し切りルーム
人や、物も、自由に出せて広い部屋

4年生 男子 とうめいになれるくすり

4年生 男子 サッカー あめのないとき ごおるするとき 体育館でバスケ こままわしずらい ない

4年生 男子 鬼ごっこ ひまなとき つかまりそうにまったとき かくれんぼ だるまさんがころんだ
理由は、きびしくいわれるから。

水遊び
理由は、ぬれたくないから。

厳しく言われない道具

4年生 男子 息子と公園で遊ぶこと。奥さんと一
緒にお出かけすること。

お休みの日によくします。 公園で遊ぶときに虫を見つけたと
き。

車でドライブ。 走る遊び。足が遅いので、負けちゃ
うから。

キャンプ。一番下の子が外で寝るの
がこわいと言っているから。

室内でも楽しくキャンプやアウトドアができる道具？
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4

学年 性別 Q1. 「あなたにとって、いま１番面白
い遊びは何ですか？」

 Q2. 「その遊びは、どんな時にしま
すか？」

 Q3. 「その遊びは、どのしゅんかん
が一番面白いですか？」

 Q4. 「その遊びが禁止されたら、か
わりに何をしますか？」

 Q5. 「あなたが苦手な遊びは何です
か？その理由も教えてください。」

 Q6. 「あなたがやりたいけどできな
い遊びは何ですか？その理由も教
えてください。」

 Q7.  私が考えた「相手の遊びがもっと楽しくなるひみつ道具」のアイデア

4年生 男子 ゲーム いつでも 相手に勝ったとき ベイブレード バスケットボール　理由・誰かにすぐ
ボールをとられるから

ドッジボール みんなが、楽しい気分になるスプレー

4年生 男子 七夕づくり 休み時間 一つ一つのかざりが完成したとき サッカー 鬼ごっこで、理由は、狙われやすい
から。

ニンテンドウスイッチなどのゲーム
で、りゆうは、外持っていっちゃだめ
だから

嫌いな遊びでも、楽しいと思う道具。

4年生 男子 走ること 運動がしたいとき 加速して速く走れるとき 家でゴロゴロする。 マット運動　できないから 犬と走る　犬が飼えないから 自分にピッタリな遊びが見つかる装置

4年生 男子 サッカー 晴れのとき ゴールがきまった時 バスケ ない ない ない

4年生 男子 ゲーム 夜 勝ったとき 勉強 一輪車　理由急所が痛くなるから。 ドッジボール　理由　お母さんに「うる
さい！」と言われるから。

勝ったら、ゲームの機能が増える。

4年生 男子 鬼ごっこ　 晴れの日（曇り） 逃げている時 バスケットボール マット運動 犬と遊ぶこと　理由アレルギーだか
ら

いつでも晴れにするコマンド

4年生 男子 タブレットのゲーム 勉強が終わったり、時間があるとき 全国ランキングにちかかったとき ＴＶを見る バトミントン　ラケットに当たらない ニンテンドースイッチ　理由届くけど
まだ届いてない

色々入れられる棚がある机

4年生 男子 サッカー 休み時間 キーパーでボールを止めたとき 消しゴムバトル 一輪車
バランスが取れないから

スケートボード
転ぶから

サッカーを止めじゃんぷ

4年生 男子 消しゴムバトル 他に遊びが見つからないとき 当てた瞬間 教室で紙工作 一輪車　バランスが取りにくいし、こ
ろぶとあおけがする人と、ぶつかり
やすい
から苦手

虫取りをやりたいけど虫が嫌い 消しばと虫取りがどうじにできる秘密道具があるとあいてもたのしくできる

4年生 男子 ゲーム「スイッチ」 毎日 クリアする時 サッカー ない ない クリアゲーム

4年生 男子 鬼ごっこ 晴れの日と曇の日 逃げる時 バスケットボール マット運動 犬と遊ぶ事　飼っちゃだめだから いつでも運動ができる道具（雨が降ってても濡れずに）

4年生 男子 サッカー 平日　休日 ゴールに決めるとき ゴルフ けん玉　全然できないから[諦めた] ボルタリング　手が痛くなる。 ゴールが決めれるけん玉　津商・ゴールINけん玉ゲーム

4年生 男子 ゲーム ひまな時、やりたい時 対戦のしゅんかん YouTubeを見る 一輪車　・バランスが取れないから トランプタワー　・バランスが難しい やりたいけど、やれない時に、できるラムネ

4年生 男子 キーボー島 昼休み 勝った瞬間 日向ごっこ ダンス　踊れないから 将棋　やり方がわからないから キーボー将棋

4年生 男子 クロームブック 休み時間 勝った瞬間 本を読む トランプ　　まけてやなおもいをする
からです。

サッカー　　外に出ちゃだめ 熱くもなく、寒くもない気温や湿度にするスプレー

4年生 男子 ラジコン 暇なとき 横転したとき 機械いじり 水泳理由習っていないから泳げない
（あんまり）場所もない

サッカー理由近く公園がないからで
きない

ラジコンを呼べる道具

4年生 男子 PC 休み時間 クリアした瞬間 勉強する ドッチボールでなぜかというと当たっ
たときに痛いし悔しいから

魔剣伝説理由アプリが、入っていな
いから

親をすぐ説得させる道具

4年生 男子 クロームブック 休み時間 クリアしたしゅんかん 読書 おままごと
・赤ちゃん遊びみたいだから。

野球
・する場所がないから。

広い　地下1000ｍのひみつきち！
そこで、野球をするスペースがかくほできるから。
ひみつで、クロームができる。

4年生 男子 ライトセーバー ストレス ストレスはっさんしたとき ユーチューブ 野球　顔にあたるとやだから ユーチューブ ものをこわす

4年生 男子 キーボー島 昼休み 勝った瞬間 日向ごっこ ダンス　踊れないから 将棋　やり方がわからない キーボー将棋　キーボー島が将棋になったゲーム
初心者でも分かりやすいやり方で教えてくれる。

4年生 男子 ゲーム 疲れたとき 敵を倒したとき 折り紙 かくれんぼ　得意じゃないから 野球　場所がないから 人の考えることが分かる道具

4年生 男子 鬼ごっこ 休み時間 逃げ切ったとき バスケ バトミントン顔に当たるから 水泳プールが家にないから 足が速くなるくつ

4年生 男子 サッカー 昼休み シュートが決まった時 クローム 鬼ごっこ　理由　すぐにつかまるか
ら。

走り幅跳び　理由　体育のときしか
できないから。

体育の時間をふやす。

4年生 男子 ゲーム 疲れたときや、楽しいとき 敵を倒したときや、その遊びにクリア
したとき

折り紙 かくれんぼ　苦手だから 野球　どこでもできないから 人の考えていることが分かる道具

4年生 男子 キーボー島 休み時間 ずっと勝てなかった相手にかったと
き

本を読む フラフープ　ずりおちるから。 ラジコンカー　家やるスペースがない
から。

ずっと回るフラフープ

4年生 男子 サッカー 家に帰っった時にやる。 シュートを決めた時 てれびとゲーム おままごと子共っぽい バスケットボール スポーツぱっと

4年生 男子 コズモロボットを動かすこと やることがおわってから コズモがせまいところにはいるとき テレビ つみき落ちたとき痛いから ポケモンゲームないから 手に付かないスライム

4年生 男子 サッカー 休み時間、家、練習 勝った瞬間、ゴールした瞬間 バスケットボール ラグビー　理由：危ないから バトミントン　理由：ネットがないから 自分で作るサッカーボール

4年生 男子 サッカー 休み時間、家、練習 勝った瞬間、ゴールした瞬間 バスケットボール ラグビー理由：危ないから バトミントン理由：ネットがないから スモールライト

4年生 男子 キーボー島 昼休み 相手に勝ったとき サッカー ダンス　おどれないから 野球　家にないから キーボーサッカー

4年生 男子 ゲーム 宿題が終わったあと かったとき カードゲーム マラソン　疲れるから ウォータースライダー　コロナでいけ
ないから

ウォータースライダーゲーム　家でウォータースライダーができるゲーム

5年生 女子 ブレーボード 晴れているときまたは曇りのとき うまくできたと思ったとき 馬跳び 一連車　理由は、一輪車をすると転
んだりうまくできないから自分でも喜
べない

火遊び　理由、火を見ていると落ち
着くから

火を使っても燃えないしやけどや怪我にならないような火

5年生 女子 おもしろダンス 休み時間 おどっているとき 体育館で遊ぶ お絵かき。下手だから。 ドッジボール　体育館が使える日と
使えない日があるから。

みんなの気持ちがわかりあえる道具

5年生 女子 ないみたいです 分かりません 知らん 本 体育 ゲーム面白いから 知らん

5年生 女子 一輪車 はれたとき こぐとき トランプ サッカー　ゴールに入れるとき足に
当たるから

アイスホッキー　すぐ滑ってしまう いつどんなときでもスポーツや遊びを楽しく安全にできるスーツ

5年生 女子 お絵かき 家にいるとき 完成したとき ミニチュア作り 鉄棒　怖いから ない めっちゃでかいところに、絵を書く
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5

学年 性別 Q1. 「あなたにとって、いま１番面白
い遊びは何ですか？」

 Q2. 「その遊びは、どんな時にしま
すか？」

 Q3. 「その遊びは、どのしゅんかん
が一番面白いですか？」

 Q4. 「その遊びが禁止されたら、か
わりに何をしますか？」

 Q5. 「あなたが苦手な遊びは何です
か？その理由も教えてください。」

 Q6. 「あなたがやりたいけどできな
い遊びは何ですか？その理由も教
えてください。」

 Q7.  私が考えた「相手の遊びがもっと楽しくなるひみつ道具」のアイデア

5年生 女子 友達と遊ぶこと 休み時間 友達が笑ってくれたとき 体育館で遊ぶ ない ゲーム。持ってないから 思った事が実現できるスーパー道具

5年生 女子 ドッジボール 学校の体育館が空いているときにや
る

相手を当てたとき 友達とお喋り サッカー相手に足を蹴られるから スケートやったことがないから アニメを作ろうアプリ

5年生 女子 鉄棒 体を動かす時 回る瞬間 鬼ごっこ 　ない　ない理由運動が得意 縄跳び　理由家のなかだとワックス
がはげる

1つ目　人にやさしくしたら、食べ物がもらえる　2つ目　相手の感情がわか
る

5年生 女子 ゲーム 家に帰って宿題が終わったらする。 敵とかミッションクリアしたり テレビと読書 鬼ごっこ　手つなぎ鬼が嫌い スイッチが　親が買ってくれない 何かを増やせてできるマシン（何でもできる）

5年生 女子 トランプ（スピード） 外に出られない時 トランプ（スピード）で相手に勝った時 UNO おにごっこ プレステをすること
プレステを買うには、お金がかかる
から。

高い物をレンタルをしたら無料になる。

5年生 女子 鬼ごっこ 休み時間 人を捕まえたとき かくれんぼ ない ない なんか

5年生 女子 イラストを書くこと やりたいと思ったとき 色を塗っている時 工作 外で遊ぶことが苦手
肌が焼けるから

スケート
ママがダメというから

絶対に日焼けしない日焼け止め

5年生 女子 おにごっこ 休み時間 逃げ切れたとき ドッチボール 野球　　やったことないから ない　　ない タイマー５分にセットして０秒になったときに逃げ切った人にはメダルをあげ
る機会

5年生 女子 ドッジボール 体育館が空いている時間 外野から内野に戻る時 鬼ごっこ 鬼ごっこ　理由　体力がなくなったり
スピードが落ちたりしたときに捕まる
のが多いから

サッカー　理由　男子がやっている
けれど、女子でやっている人がいな
いから

自分で注文したものが実物になって遊び終えたら出てきたものがまた道具
の中に戻るという遊び道具

5年生 女子 鬼ごっこ 学校にいる時 逃げてる瞬間 タブレットのキーボード ありません 相撲大会
理由は、やる相手が少ないから

鬼ごっこで捕またら相撲をして負けたら鬼勝ったら逃げる

5年生 女子 ブレーボー 放課後 小さい坂から降りる瞬間 折り紙 サッカー
理由は、ボールが思ったところに行
かないから

シャトルラン
理由は、20メートル測れないし、音が
ないから

友達のいいところを言っていえたら笑顔でかえす

5年生 女子 野球 ヒマな時 打つしゅん感 テニス おにごっこ
理由　走って疲れるから

バレーボール
理由　背が低いから。

運動場。

5年生 女子 ドッチボール、塗り絵 休み時間 全部完成した時、キャッチする時 鬼ごっこ、トランプのスピード 塗り絵　理由細かいのは苦手だから
一輪車　理由バランスが苦手だから　

塗り絵　理由やりたいけど、細かく
なってめんどくさくなるから
ゲーム　理由時間が制限せれてい
てあんまりできないから

苦手訓練アドバイスくん　絵作り一緒に遊べ〜る

5年生 女子 ライブ映像を見ながらペンライトを振
る

夜 推しが出てきてキュンキュンワードを
言った時

音楽を聞きながら踊る 野球
ボールが怖いから

推しと笑う
推しの笑顔が見たいから

AIと一緒にペンライトを振って遊べる道具
「ライブonペンライト」

5年生 女子 野球 ヒマな時 打つ瞬間 テニス バレーボール
背が低いから

サッカー
理由　ボールを持ってないから

野球のバット

5年生 女子 野球です！ 暇な時間！ 打ったりするとき！ ドッジボール！ 縄跳び、理由は縄跳びが苦手だか
ら

プロ野球選手と野球をすること。 「出会いボール」　・・・メガネを掛けてカプセルのような物を投げてそしてカ
プセルの中から好きな有名人などに会える！！！

5年生 女子 ゲーム 放課後 戦って勝つのが面白い 縄跳び クイズ
理由
頭を使うから

夜の学校を探検すること
理由
夜の学校を探りたいから

夜の学校をゲームの画面に写して学校のものをクイズに出して正解しなが
ら探検する道具
名前　夜中のゲーーム！

5年生 女子 ドッジボール 休み時間 相手にボールを当てたとき おにごっこ サッカーと野球　理由ルールがわか
らないしやったこともないから

みんなで一緒にいろんなことをして
遊びたい　理由コロナで集会しては
いけないから

学校全体ドッジおにごっこ（ミッションあり）
体育館だとバスケをやりたい人がいて半分しか使えないから学校全体を
使ってドッジボールとおにごっこが一緒にできる遊びだしミッションがあった
方が楽しいから

5年生 女子 ドッジボール 休み時間・時間が合いている時 ボールを相手に当てる時 お絵かき 鬼ごっこ　理由体力をつかうから 逃走中　理由体育館は狭くてできな
いから

アイデア　学校全体逃走中ドッジボール【ミッションあり】
理由　ミッションがあったほうが楽しいし、広くて、逃走中の要素もあるしドッ
ジボールの
要素もあるから

5年生 女子 絵を書く 暇な時 できた時 ドッチドール サッカー、野球など　理由苦手だか
ら

ダンス　理由上手じゃないから(リズ
ムが合わない)

ネットボールペン　説明　ネットで書きたいものの画像が映し出される(基本
的な書き方も見れる(初心者向け))

5年生 女子 キックベース 昼休み 自チームが点をとったとき 読書 おにごっこ　理由　走るのが苦手だ
から

テニス　　　道具が揃えられないから テニスベースラケット　アイデア説明　バットの代わりにテニスのラケットを
持つ、センサーで休み時間中に自分が打った距離のスコアを自分のクロー
ムパソコン上で確認できて１位の人はホームページにのるのでコロナで運
動をしていない人の運動解消にもなる。

5年生 女子 バランスボールに乗ることです。 暇な時です。 転がり落ちた瞬間です。 サイクリングをします。 野球です。理由は、 打つのが苦手
だからです。

友達と遠い山で遊ぶことです。理由
は、友達とたくさん登りたいからで
す。

トランポリンみたいな、バランスボールです。落ちるという、スリルがあじわ
えるからです。

5年生 女子 ぬいぐるみと遊ぶことです。 嫌なことがあった時です。 喋れないけど、気持ちが分かっても
らえるようで面白いです。

ゲームをします。 野球です。理由は、難しそうだからで
す。

犬とお喋りすることです。理由は、思
いを聞いてみたいからです。

「思い通りのぬいぐるみ」です。　「お出かけしよう。」や、「お喋りしよう。」と
言うと全て思いどりに動いたり喋ったりします。

5年生 女子 水遊び 夏休み 相手に水を掛けるとき 本を読む クイズ
理由
ひあめきがとくいではないから

校内鬼ごっこ　　　　
理由
校内では、走ってはいけないから
やってみたいなと思いました

読み聞かせをしてくれる小さい本
名前
読みキング

5年生 女子 大根抜き みんながいて暇なとき 狙われてる瞬間 宝探し 椅子取りゲーム　理由プレッシャー
を感じるから

大根抜き　理由コロナだから 世界１周大根抜き　ランダムで世界の有名な所が出てくるコロナでも外国で
大根抜きができる

5年生 女子 スピードかブラックジャック 休み時間暇なとき 勝ったとき 塗り絵か読書 サッカーや野球　理由1つに集中す
るのが苦手だから

特になし AIがその人の気分によって超高速で分析して、その人にあった遊びを考え
る。

5年生 女子 キックベースボール 昼休み キャッチしたとき ドッジボール お絵かき　理由　・・・細かいところが
苦手だから

無い 「ボール戦闘機」ドッジボール用ボールがボール戦闘機から出てきてそれ
をいつでも遊べる機会
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学年 性別 Q1. 「あなたにとって、いま１番面白
い遊びは何ですか？」

 Q2. 「その遊びは、どんな時にしま
すか？」

 Q3. 「その遊びは、どのしゅんかん
が一番面白いですか？」

 Q4. 「その遊びが禁止されたら、か
わりに何をしますか？」

 Q5. 「あなたが苦手な遊びは何です
か？その理由も教えてください。」

 Q6. 「あなたがやりたいけどできな
い遊びは何ですか？その理由も教
えてください。」

 Q7.  私が考えた「相手の遊びがもっと楽しくなるひみつ道具」のアイデア

5年生 女子 トランプ 休み時間、こだまタイム 特にない かるた 鉄棒　　「やってると疲れるから」 縄跳び　　「やる時間がないから」 勝ち負けが丁度いいトランプ

5年生 女子 かくれんぼ 楽しとき、いいことがあったとき 鬼が近づいているとき おにっごこ リレー　　足が遅いから がっこうかしきってかくれんぼ おもしろさ

5年生 女子 人狼ゲーム 休み時間 役職を知った瞬間 カードゲーム 苦手な遊び→トランプの大富豪
　　理由　→間違えて札を出して、一
緒にゲームをやっている人に持って
るカードを知られてすぐに負けちゃう
から。

遊び→大勢で遊ぶ遊び
理由→大勢で遊ぶことが苦手だか
ら。

自分の苦手なものを自分で克復できるひみつ道具

5年生 女子 家で音楽を聞くこと 休みの日 音楽のサビを聞いているとき 読書 テレビゲーム バレーボール 家の中で遊べる形が変化するどうぐ

5年生 女子 トランプ 休み時間　　こだまタイム 特にない かるた 鉄棒　　(やったらつかれるから） 縄跳び　　（やる時間がない） 勝ち負けが丁度いいトランプ

5年生 女子 お喋りタイム 休み時間 笑っているとき タブレット 鬼ごっこ、疲れるから プール、プールが無いから あそびたいものがはいるバック

5年生 女子 ピアノ 家で暇なとき 最後まで弾けたとき 折り紙 ドッジボール　「すぐボールに当たる
から」

ぬり絵　「やるとめんどくさくなるか
ら」

ピアノで、いろいろな曲を引いたほうがいいと思いました。

5年生 女子 上下ゲーム ものごとがきまらないときにつかうあ
そぶ

そろったとき マラソン大会 死体ごっこ　まねがへただから！ 鬼ごっこ　ころなで、できないから カクレンボだったらできると思います。

5年生 女子 ブレイドボード 放課後 こぎはじめたとき キックボード かくれんぼ
隠れるのが苦手だから

スピード
できないから

いつでもこげるブレイドボード

5年生 女子 おにごっこ 放課後 鬼に追いかけられているとき しっぽとり鬼ごっこ かくれんぼ。じっとしていることが嫌
いだから

スライムを触りたいけどたまごのしろ
みみたいでヤダ

スライム風のスクイーズ

5年生 女子 絵を書くこと 空き時間 かきあげたあと 本を読む おにっごこ。はしるのがにがてだか
ら。

工作。準備がめんどくさいから。 準備をしてくれるマジカルルル手袋

5年生 女子 タイピングゲーム 休み時間 タイピングをうったとき 読書 鬼ごっこ
理由は、走るのが苦手だから

ペットと遊ぶ
理由は、家がアパートで飼えない

どんな遊びも自由にできる道具

5年生 女子 漫画を読むとき 漫画を買ったあと。 原作の見せ場が来たとき アニメを見る くいず、むずかしいから 花の刺繍、難しいから 漫画作りき

5年生 女子 漫画を読む 家に帰って来たとき 漫画を選ぶとき 絵をかいている 鬼ごっこ
ずっとはしっているのが苦手

特になし 選んだ漫画に似た漫画が出てくるもの

5年生 女子 鬼ごっこ 先生が、遊べるとき 先生が、追いかけてくるとき たっちゅう 人狼ゲーム。・・ルールがあまりわか
らないから。

鬼ごっこ
先生が、遊べないから。

鬼ごっこでは、タッチが、できないから、銃型で、そこから、手が出てそこか
らタッチできるしくり

5年生 女子 スケボー 暇な時 走ってるとき バトミントン 一輪車
バランスが取れないから

なし スケボーおやりながらバトミントンができるアイテム

5年生 女子 ゲーム 暇なとき 対戦とかで勝ったとき 鬼ごっこ かくれんぼ　　すぐに見つかる 折がみ　折り方がわからないから ボスと敵を多くする

5年生 女子 人狼ゲーム ひまなとき 誰が、人狼か当てて、ついほうする
とき

トランプ おままごと
りゆう　おこちゃまっぽいから。

マリオカート 自分の役所が決まったらその役所に似た服をきてやる。

5年生 女子 追って追われて お楽しみ会 自分が、紐を取ったとき 鬼ごっこ ドッジボール　理由は、あたったら痛
いから。

だるまさんがころんだ　理由は、みん
なにせられるのが嫌だから

何でも言うことを聞いてくれる、ロボット

5年生 女子 お絵かき ひまなとき えのこつをつかんだとき ユーチューブ 特にない 鬼ごっこ　コロナだから ブレイクボード

5年生 女子 しんけいすいじゃく ひまなとき じぶんがかったとき ウノ ドッジボール じんろうゲーム あそぶものがでてくる（フリスビー）かいちゅうでんとう

5年生 女子 ポケモンバトル ゆったりしているとき かったとき お絵かき 運動する遊び　面倒くさいから 年齢制限されている遊び（マリオオ
デッセイ）

シャーペン

5年生 女子 ブレイクボード 晴れている時 曲がる時 自転車 鬼ごっこ　　　暑いから スクーター　　㋷　すずしそうだから 鬼ごっこ　㋷疲れない道具

5年生 女子 フライパンゲーム やる気になったとき、暇なとき 相手が間違えそうになったとき 寝る ボール系の遊び　　ボールが苦手 スマホのアプリゲーム　　スマホ持っ
てないから

あたっても痛くないボールを使った遊び

5年生 女子 工作 休み時間 作っているとき 折り紙 ボール理由けったり、投げたりでき
ないから

学校でおかし作り
理由作れると美味しいから

誰も怒らないアイテム

5年生 女子 鬼ごっこ 外が晴れているとき 追いかけられるとき カードゲーム かくれんぼ理由じっとしているのが
苦手

学校鬼ごっこ 楽しく笑顔で遊ぶこと

5年生 女子 おにごっこ 休み時間 追いかけられた時 かくれんぼ しっぽとりゲーム　理由、ズルする人
がいるから。

バトミントン　理由、やりたいけど、上
手くないから。

ずるを、しない道具

5年生 女子 「魔入りました！入間くん」の漫画を
見てえをかくこと

ひまなとき 難しいところをかけたとき 「魔入りました！入間くん」のアニメを
見る。

体を動かす遊び　運動が苦手だから ネットでできる遊び　家がネットにつ
ながっていないから

ドラえもんをつれてくる機械

5年生 女子 バトミントン 暇なとき うっているとき ユウチューブを見る 本を読むこと　頭に入らない 家の中でのボール遊び」　ままにうる
さいって言われる

ラケットを二こ持つ

5年生 女子 マインクラフト　（ゲーム） ひまなとき 作りたいものを作れたときの達成感 パンチングマシーンを殴ったり蹴りま
くる

無し　　　理由特にできないものは、
ないから

野球　理由やる相手がいないから ひとましんき

5年生 女子 えしりとり ひまなとき えがうまくかけたとき かくれんぼ おにごっこりゆうはあしがおそいから たいぴんぐげーむりゆうはうてない
から

とうめいまんと

5年生 女子 バトミントンと、ゲーム。 暇で、兄の都合が良い時。 スマッシュをうってボコボコにしたと
き。

ゲーム（原神） トランプ（真剣衰弱だけ） ウォータースライダー
〈理由〉
　親に言っても、聞く気がないから。

トランプのルール説明を変えるひみつ方法
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学年 性別 Q1. 「あなたにとって、いま１番面白
い遊びは何ですか？」

 Q2. 「その遊びは、どんな時にしま
すか？」

 Q3. 「その遊びは、どのしゅんかん
が一番面白いですか？」

 Q4. 「その遊びが禁止されたら、か
わりに何をしますか？」

 Q5. 「あなたが苦手な遊びは何です
か？その理由も教えてください。」

 Q6. 「あなたがやりたいけどできな
い遊びは何ですか？その理由も教
えてください。」

 Q7.  私が考えた「相手の遊びがもっと楽しくなるひみつ道具」のアイデア

5年生 女子 スプラトゥーン２でナワバリバトルを
すること 家に帰ってしゅくだいや次の日の準

備が終わったら

インクを塗ってキルをしたとき。 家の猫とじゃれたりモフモフしたりし
て、遊ぶ

走る系の遊び。足が痛くなるし、次の
日の空手に筋肉痛になるから

スプラトゥーン２　お兄ちゃんのところ
にスイッチを、送ったから

現実でやる

5年生 女子 かくれんぼ ひまなとき みつかったとき ゲーム 鬼ごっこ　疲れるから 大縄　コロナで大人数がダメだから クリックまな板

5年生 男子 　

5年生 男子 そとあそび ともだちとあそんでいるとき 遊びで決められたとき ゲーム なわとび
理由はひっかかるから

夜遊び 遊びルーレット

5年生 男子 サッカー 練習をする時 ゴールをきめた時 ゲーム テニス
コントロールがうまくできないから。

ドローン やりたい時にすぐ遊びの道具をだしてくれて、（キッズケータイで）苦手な遊
びをキッズケータイのアプリで上手なひとをよんでくれるアプリ（キッズケー
タイのアプリで）

5年生 男子 スクラッチ 学校の休み時間 作っているとき 自由に作るビスケット ジョギバト　ペンが折れるから フォートナイト　対象年齢15歳だから 自分がやりたいゲームを作ってつくりかたは教えて欲しい人はAiに教えて
もらえる

5年生 男子 ゲーム 家にいるとき　暇なとき 戦って勝ったとき ドッヂボール ない　天才だから アクロバット 消毒をするときに消毒を想像すると自分が想像している形が出てくる。（液
体の形）

5年生 男子 レゴブロック 時間がたくさんある時 中の仕組みを考えているとき カードゲーム・ボードゲーム 機械を使ったゲーム　　家に機械を
使ったゲームがない

任天堂Switch　　みんなやっている
から（持ってない）

レゴブロックでやりたい事・物を作ったらその物が使える

5年生 男子 サッカー 休み時間 ゴールを決めたとき ドッチボール 野球　やったことない　 テニス ゴールに決まったときに自動で得点を数えてくれる道具。

5年生 男子 鬼ごっこ 体育館が使えるとき 最後まで残れたとき バレーボール 絵を書くこと　理由；うまくかけないか
ら

バトミントン 流しそうめん鬼ごっこ

5年生 男子 鬼ごっこ 家・友達と遊ぶとき 鬼に掴まて、みんなを倒すとき ベースボール ない ない 時間を好きなだけ決めていつでも遊べる機会

5年生 男子 おにごっこ 体育館で、遊べる日 逃げるとき プログラミングを、する バスケ　理由　ゴールに届かないか
ら

科学実験　理由　無理だから プログラミングで、理科の実験ができる　遊び

5年生 男子 かーげー 家に帰ったとき 倒したとき ない ない ない ゲームの機会

5年生 男子 学校かくれんぼ 中休み　昼休み 隠れている人を、見つけたとき サッカー 竹馬　理由は、落ちたら危ないし笑
われるから

バンジージャンプ VR装着して、ビルや、雲から、飛び降りても大丈夫な道具

5年生 男子 おにごっこ 体育館が遊べるとき 逃げるとき プログラミング バスケ 科学実験 プログラミングで楽しめる科学実験　遊び

5年生 男子 トランプ 休み時間 相手にジョーカーをひかせたとき 絵を書く バレエ　理由は、こ関節がいたいか
ら

バスケ　ボールを正確にいれたいか
ら

今ボールをどのくらいの確率で入れられるか分かる装置

5年生 男子 サッカー 暇なとき シュートを決めたとき ゲーム おままごと
楽しくなさそうだから

バンジージャンプ
遊園地に行ってもあまりないから

『サッカーのおままごと』
本当にやるんじゃなくタブレットゲームとしてやる。

5年生 男子 プログラミング クロームブックが、できる時間。 思いどうりに動いたとき。 図書室に行って本を読む。 ドッチボール自分の投げたボール
が、あたらない。

グラウンドで遊ぶこと
理由外の気温が暑いから。

空を飛ぶ羽

5年生 男子 apexlegens 暇なときに １位をとったとき 外に出かける。 鬼ごっこ　　
理由体力に自信がないから。

20メートルシャトルラン　
理由」体力に自身がないから。

その遊びに、適切な道具がでてくるポケット。

5年生 男子 ゲーム やりたいと思ったとき。 勝ったとき。 テレビを見る。 遊び　運動
理由

この人はゲームがすごく好きみたいだけどゲームをしないとイライラしそう
だから、そういうイライラを吸い取ってその人が好きな食べ物に変えてしま
う物を作ればいいと思います。

5年生 男子 ゲーム やりたいとき 運動 私の考えは、その人は、ゲームが好きだしやりたいときにやるみたいなの
でゲームが好きなときにできるようにゲームを小さくしてあるボタンを押すと
大きくなるようにします。そして、それをやるだけだと、ものを学べないから、
キャラクターを作って漢字とか計算をやって戦うようにすればいいと思いま
す。

5年生 男子 折り紙 暇なとき むずかしいところができたとき お絵かき 野球　理由ボールが打てないから プラモ　理由プラモが買えないから 自動折り紙機

5年生 男子 野球　サッカー 学校の昼休み 野球
ボールを取る瞬間
サッカー
ボールを止める瞬間

陸上 テニス
理由　やったことがないから

陸上
理由　姉がやっていたから

野球のバット　　　サッカーボール

5年生 男子 サッカー 学校 ゴールをしたとき。 キックベース ドッチボール ボールング どっちだ！どっちだゲーム
赤か、青回答があってどっちかが答え

5年生 男子 ゲーム 勉強が終わったら ボールを蹴る時 陸上 水泳
泳げないから

卓球
ボールがポンポン跳ねるから

そのメガネをかけると自分で選んだスポーツをAIとできる道具
「トゥゲザープレイスポーツメガネ」

5年生 男子 陸上 学校が終わってから 走っているとき サッカー 野球 キックベース 走りながらボールが転がってきてキックするかドリブルする「500M走」

5年生 男子 ゲーム　マインクラフト 塾が終わったとき ゲームで物を作り終わった瞬間 読書 　サッカー　理由体力がないから。 射撃　理由コロナでお祭りなどがな
いから（射的はお祭りなどじゃないと
できない）

名前　夢まくら
枕に自分が見たい夢を言うとその夢を見せてくれる自分でやりたいなと
思ったことが夢で見られる（例えば射的だったら射的をやる夢を見られる）

5年生 男子 サッカー 暇なとき ゴールしたとき ドッチボール 集中する遊び理由集中力が足りな
いから

ない ３Dの相手と暇なときにサッカーやドッチボールで遊べる（触ったらボールも
動く）（相手は自動で動く）（レベルも操作可能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名前　３D運動　

5年生 男子 サッカー 休み時間 シュートした時 野球 鬼ごっこ　理由　ずっと走ってると疲
れるから

プログラミング　理由　プログラミング
が好きだから

ブーメランシューズ　説明　蹴った時ボールがブーメランのように曲がる

5年生 男子 野球だそうです。 昼間にやるそうです。 フライのボールを取ったときと、ボー
ルを打ったときだそうです。

キックベースボールだそうです。 サッカーだそうです。理由はルール
もわかんないし、蹴ることも苦手だか
らだそうです

ボルタリングだそうです。だいすきだ
けどやるところがないからだそうで
す。

有名な野球チームマスコットを使った、オンラインゲーム！なぜなら、コロナ
でなかなか試合ができないからです。名付けて、オン球！
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学年 性別 Q1. 「あなたにとって、いま１番面白
い遊びは何ですか？」

 Q2. 「その遊びは、どんな時にしま
すか？」

 Q3. 「その遊びは、どのしゅんかん
が一番面白いですか？」

 Q4. 「その遊びが禁止されたら、か
わりに何をしますか？」

 Q5. 「あなたが苦手な遊びは何です
か？その理由も教えてください。」

 Q6. 「あなたがやりたいけどできな
い遊びは何ですか？その理由も教
えてください。」

 Q7.  私が考えた「相手の遊びがもっと楽しくなるひみつ道具」のアイデア

5年生 男子 野球 リフレッシュしたい時 打った瞬間 キックベースボール 鬼ごっこ　理由　体力が無くて集中
的に狙われるから

サッカー　理由　ボールが買えない
し、野球をやっていて入れないから

名前　どこでもトモダチＶＲ
一人でいてもどこにいても色んな人と色んな遊びができるＶＲゲーム

5年生 男子 おにごっこ 小学校のみんなと遊ぶとき 鬼から逃げること ドッチボール かくれんぼ
理由
隠れるのが苦手だから

スケートボード
理由
転んじゃうから

通信バーチャルドッチボール鬼ごっこ
理由
今コロナで、遊べないことが多いので、バーチャルでたのしめるのでいいと
おもったからです
ルール
友達と何人かで通信して鬼と逃げる人が決まったらバーチャル世界に入っ
て自分が決めたキャラクターで町中を逃走する遊びです。センサーを付け
てやるので自分が歩けばキャラクターもそれに合わせて動くので同時に運
動もできます。ただし鬼はボールを投げられてそのボールか、タッチされた
らろくぼうに入れられます。ミッションもあるので楽しいです。

5年生 男子 サッカーだそうです。 学校の休み時間や夕方にやるそう
です。

ゴールを決めたときだそうです。 野球だそうです。理由は、ボール遊
びが好きだからだそうです。

おままごとです。理由はやったことが
ないからだそうです。

ボルタリングだそうです。理由は大
好きだかららしいです

名前やりたいことできるかもあめ
理由優しいことしたらいいことがおきるかも（回数でもっといいことが）１時間
ごにいいことがある

5年生 男子 ダンス やりたくなったとき カンペキにできたとき 卓球 跳び箱　理由けがをするから バレーボール　　理由ネットがないか
ら

ダンスショプ　やり方はその店のダンスで80点以上とったらその店のけいひ
んがもらえる。

5年生 男子 氷鬼 友達の家に遊びに行ったとき 逃げる自分たちが逆転したとき かくれんぼ サッカー
理由　ボールを蹴るのが苦手だから

体操
理由　やる場所が無いから

カチカチバッチとファイヤーグローブ
カチカチバッチは、鬼が持っている。逃げている人に貼ると足だけ凍ったよ
うにかたまる。
一定時間立つと溶ける。　ファイヤーグローブは逃げる人が持っている。固
まっている人にタッチするとバッチがなくなって動けるようになる。ただし、固
まっているときは使えない。

5年生 男子 キックベースボール 休み時間 ボールがすごく飛んでいった時 ハンドベースボール デスマッチ　理由じゃんけんが苦手
だから。

おしくらまんじゅう　理由コロナ鍋だ
から

enjoyゾーンウォーター

5年生 男子 野球 お昼 とったり投げたりするとき キックベースボール サッカー　　　　理由怪我をするから ボール鬼ごっこ　　理由ボールをふ
んでけがをするから

野球選手をゲットしよう　　やり方ボールで目標の的に打つか投げてあたっ
たら野球選手ゲット

5年生 男子 本を読むとき 図書室にいるとき その本で主人公が罠を仕掛けるとき パソコン サッカー　あざができていたいから 学校でゲーム　法律でだめだから 本の中で家に罠を仕掛けて泥棒を追い払え！！！

5年生 男子 お笑いを見ているとき 時間があるとき 最高のギャグが出てきたとき 映画見る ユーチュブ　　　　　　　　　　トラウマ
ケーが出てくるから

スクラッチプログラミング お笑いのひとがちょくせついつでもお笑いをやってくれる機械

5年生 男子 テレビです 時間があるとき サプライズがあった時 ｋ

5年生 男子 鬼ごっこ 友だちの家に遊びに行った時。 鬼にタッチされそうな時に、逃げ切れ
る時。

オンラインゲーム かけっこ(体力が無いから。) 鬼ごっこ(学校では、鬼ごっこができ
ないから。)

タッチしなくても、相手の体に手が近づけばタッチしたことになる手袋。

5年生 男子 おにごっこ やすみのとき つかまえてあおること かくれんぼ トランプ、いみがわからないから おにごっこ、さわれないから 靴

5年生 男子 靴

5年生 男子 鬼ごっこ 休み時間　暇なとき 始まったとき トランプ　しりとり ない バスケ　今の状況だからできない クロームブックでできて、米の中に入って米の中にいる菌を農薬で倒す
シューティングゲーム

5年生 男子 人狼ゲーム 学校の昼休み 投票のとき 鬼ごっこ オセロ　理由、今の手をどこに置く
か、考えつつ相手の動きも考えな
きゃ行けないから。

通信ゲーム　理由、目とゲームの距
離が近いから。

バトルロイヤルみたいなゲーム

5年生 男子 野球 部活 ボールを取るとき ドッジボール サッカー、人をけるみたいだか
ら、、、

バレーボール、やったことないから いろいろな運動をすること

5年生 男子 鬼ごっこ 晴れているとき 逃げるとき かくれんぼ だるまさんが転んだ　動いてしまうか
ら

かくれんぼ　禁止されたときにしかで
きないから

使った場所が10倍に広くなる道具！

5年生 男子 人ろう 暇なとき 敵を見つけるとき かくれんぼ トランプ。毎回まけるから。 鬼ごっこ。タッチができないから。 カードを作る。

5年生 男子 じゃんけん 暇なとき かったとき ぐっとぱ リレー
走るから

かくれんぼ カーテン

5年生 男子 バトミントン 暇なとき 相手からきた、羽を打てたとき フリスビー 鬼ごっこなど、たくさんはしる遊び
理由は、疲れるし、熱くなるから。

サッカー
ボールがないから。

疲れない靴
１秒で、１０m走れるくつ

5年生 男子 将棋 暇なとき 飛車が成ったとき ゲーム 鬼ごっこ（体力がないから） 囲碁（ルールがわからないから。） 囲碁の基礎を教えてくれるゲーム

5年生 男子 トランプ（スピード） 家にいて、暇なとき。 一番に買ったとき。 ゲーム 鬼ごっこの鬼のとき　走るのが苦手
だから。

人狼ゲーム　人数が集まらない時が
あるから。

宝探しゲーム　みんなが探そうとして集中力が高まるから楽しいと思いまし
た。

5年生 男子 おにごっこ 休みのとき 捕まえて煽ること かくれんぼ トランプ 鬼ごっこ 服

5年生 男子 鬼ごっこ 平和なとき 鬼から逃げれたとき かくれんぼ リレー
走ることが、嫌いだから。

モヤモヤ隠れんぼ ルールを守る！
笑顔にする！

5年生 男子 タイピングゲーム 学校の昼休み 相手に勝てたとき 鬼ごっこ かくれんぼ　理由、すぐ見つかるか
ら。

バトルゲーム　理由、学校で禁止さ
れているから。

VR　格闘ゲーム

5年生 男子 サッカー鬼ご 友がたくさんいるとき シュートが決まったとき かくれんぼ 鬼ごっこ走るのが嫌いだから 鬼ごっこコロナだから じぶんオリジナルの靴

5年生 男子 鬼ごっこ 休み時間 つかまったとき ドッジボール 将棋
できないから

鬼ごっこ
コロナでできないから

タッチするための棒

5年生 男子 虫取り 開いてる時間 捕まえようとしているとき 生き物の飼育 リレー、早い人と対戦して負けると悔
しいから

特別な虫取り、あまりいない生き物
がいるかもしれないから

虫が勝手に入る虫かご
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学年 性別 Q1. 「あなたにとって、いま１番面白
い遊びは何ですか？」

 Q2. 「その遊びは、どんな時にしま
すか？」

 Q3. 「その遊びは、どのしゅんかん
が一番面白いですか？」

 Q4. 「その遊びが禁止されたら、か
わりに何をしますか？」

 Q5. 「あなたが苦手な遊びは何です
か？その理由も教えてください。」

 Q6. 「あなたがやりたいけどできな
い遊びは何ですか？その理由も教
えてください。」

 Q7.  私が考えた「相手の遊びがもっと楽しくなるひみつ道具」のアイデア

5年生 男子 ゲーム（フォートナイト） ほぼ毎日 相手をどん底まで追い詰めてキルし
て煽る

ゲーム（Minecraft） キーボー島　よくおちるから 鬼ごっこ　コロナがあるから VRでの鬼ごっこ

5年生 男子 バスケ ひまなとき しゅうとしたとき なし うの
ルールがいみがわからない

ない バスケっとボールをもつとかってにうごく

5年生 男子 バスケットボール 放課後 練習 寝る 鬼ごっこ　走るのが嫌い 勉強 人数を多くする

5年生 男子 ウィニングイレブン 暇なとき ゴールを決めたとき サッカー ドッジボール　ボールが手に収まら
ないから

長岡ドームの、サッカーで遊ぶこと 何でもやらせてくれる親代わりロボット

5年生 男子 アプリゲーム 暇なときやりたいとき ガチャとかで、アタリがでたとき カードゲーム いっぱい走る遊び。　足が痛くなる
し、疲れる

僕のヒーローアカデミアのカードゲー
ム自分が知っているゲームセンター
になくなったから。

自分で新しいルールを作って、みんなでやってみる。

5年生 男子 ゲーム 暇のとき １位になったり、クリアしたとき おにごっこ、タイピング練習 かくれんぼ。うまくかくれないから ビンゴ。家に、機械が、ない もっと面白くなるゲーム

5年生 男子 ウィニングイレブン 暇なとき ゴールを決めた サッカー ドッチボール　手にボールが収まら
ないから

長岡ドームで遊ぶこと 何でもやれるようになるロボット

5年生 男子 鬼ごっこ 放課後 逃げるとき ゲーム だるまさんころんだ　むずかしいから ありません　ないから 人を増やす

5年生 男子 鬼ごっこ 外の温度が２０度ぐらい 鬼から逃げているとき 本の読む かくれんぼ　理由は、せまいところに
隠れることが多いからくるしい

ない 何でもできるロボット

5年生 男子 A・スイッチのゲーム A・疲れたとき、暇なとき A・オンラインゲームで１位を取ったと
き

A・スマホのアプリゲーム A・サッカー
理由・ボールに引っかかって転ぶか
ら

A・友達とシャトルラン
理由・あんまり体力がないから

友達とシャトルランをしながら、全国で競い合うスマホゲーム

5年生 男子 タイピンガーz（ゲーム） 学校の休み時間全部 友達に勝ったとき クラスの人でトランプ 鬼ごっこ　走るのが嫌いだから 野球　走るのが嫌いなのと、やり方
が分からない。

タイピング練習用の、いつでもできるゲーム

5年生 男子 おにごっこ やすみじかん にげてるとき かくれんぼ だるまさんがころんだりゆうはうごい
ちゃうから

ない おじいさんあるきでおに

5年生 男子 サッカー 暇な時間 ボールを触っているとき 電動キックボードで走り回る ドッジボール　　　喧嘩がおこる。個
人的に手で扱うボールの競技がに
がてだから

スカイツリー鬼ごっこ　　貸し切りに
できない（責任を負えない）

サッカー　　　めっちゃ遠くまでけれる靴。

5年生 男子 バスケ やりたいとき シュートが入ったとき ゲーム（ユーチューブ） サッカー　上手く蹴られないから 野球盤　買ってくれない ドラえもん

5年生 男子 かくれんぼ ともだちがいるとき にげているひとをみつけたときたっ
せいかんがあるからおもしろい

かわりに、たいぴんぐれんしゅう バスケ〈しんちょうがひくすぎてはい
らないから〉

じんろうげーむ〈みんなをだますのが
たのしいから〉

じどうでふくをきせるきかい

5年生 男子 タイピンガーｚ 休み時間 相手をたおしたとき キーボー島 ない ドッジボール　理由　コロナがはやっ
ているから。

せっしょくしてもだいじょうぶなボール。

5年生 男子 鬼ごっこ 家にいるとき 走るとき かくれんぼ ない がっうでおにごっこ ル。人でやる

5年生 男子 タブレット　タイピング 休み時間 文字を打つ時 おにごっこ とくにない 丘からごろごろ　理由、服が、汚れる
から。

盛り上げる道具

5年生 男子 バスケットボール 晴れてるとき ドリブルがうまくできたとき 鬼ごっこ リレー　（理由）走るのがにがてだか
ら

ドッチボール　（理由）やりたい気持
ちがあるけどできない

ボールの種類を変える

5年生 男子 ドッジボール たくさんの人がいるとき ボールをあてたとき 鬼ごっこ リレー　（理由）走るのにじしんがな
いから

フリスビー　（理由）やりたいけどうま
くできないから

ボールのかたちをかえる

5年生 男子 フォートナイト 宿題が終わったとき ビクロイしたとき 友達と、鬼ごっこ ない　何しても楽しいから ユーチューバーみたいに大人数で鬼
ごっこ　ユーチューバーが、１００人
鬼ごっこをしていて、すごく楽しそう
だったから。

人を１０等分にする機械（１０等分マシーン）

5年生 男子 しっぽ取りゲーム 暇なとき 相手と取り合うとき 鬼ごっこ キックベース　　　理由は、野球の
ルールを知らないから

かくれんぼ　　理由は、家でやると怒
られるから

隠れ蓑Ｔシャツ

5年生 男子 かくれんぼ 休み時間 見つかりそうになった時、必死になる
こと

鬼ごっこ トランプ
〈理由〉
頭を使ったりルール説明も、よく分か
らないから。

ゲーム
〈理由〉
普段家でゲームをしているが、学校
のゲームはタイピングゲームだから
タイピングではないゲームをしたい
から。

机ゲーム
〈それは何か〉
机の引き出しにあるボタンを押すと、机が画面になって鬼ごっこのゲームが
できる。その机は、電源を消せば普通の机としても使える。ゲームもできる
し、勉強も出来るというすぐれもの❗❗

6年生 女子 スクラッチ 学校 ゲームをクリアしたとき swich 野球
理由
売ったり投げたりめんどくさいから

なし ゲームのランクを上げる

6年生 女子 ドッチボール 昼休み 相手にボールを当てた時 バレボール かくれんぼ　理由隠れるのが苦手 学校でボードゲーム　勝ち負けが
あって盛り上がる

１日ごとにお金が増える貯金箱

6年生 女子 ゲーム ヒマな時 勝った時 絵を書く 滑り台
滑ったときに汚れるから

手持ち花火
子供だけでやると，危ないから。

相手が遊びたいものが出てくる道具

6年生 女子 折り紙 暇なとき 難しいやつが出来たとき 絵をかく サッカー…運動が苦手だから ゲーム…持ってないから 折り紙を、デジタル(ゲーム)でやる。

6年生 女子 鬼ごっこ 体育の時 逃げ切った時 リレー サッカー・野球　　あまり上手でない
から

なし 鬼ごっこで、鬼や鬼ではないと分かりやすい帽子・キャップ

6年生 女子 漫画を読むこと ひまな時 好きなキャラクターが出てきたとき 小説を読む 運動で苦手だから スライムを作ることで材料がない 見たい漫画や本を想像すると手元に出て読める‼

6年生 女子 絵を書くこと 一つの感情が生まれたとき 下書き tikktokrになる。 特になし 夜遊び 体につけていれば夜遊びしても怒られないバッチ

6年生 女子 バトミントン 休みの日　 ラリーがつづいたとき。 バレーボール サッカー。相手からボールが取れな
いから。

ない その日の天気や、気候からおすすめな遊びを、考えて教えてくれる機械。
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 Q4. 「その遊びが禁止されたら、か
わりに何をしますか？」

 Q5. 「あなたが苦手な遊びは何です
か？その理由も教えてください。」

 Q6. 「あなたがやりたいけどできな
い遊びは何ですか？その理由も教
えてください。」

 Q7.  私が考えた「相手の遊びがもっと楽しくなるひみつ道具」のアイデア

6年生 女子 絵を描くこと 時間があいているとき 色を塗っているときや絵が完成した
とき

読書 運動　動くのがあまり好きではない
から

ゲーム　親が禁止しているから 安くて高品質な文房具

6年生 女子 絵を書くこと 暇な時 絵が完成した時 本を読む サッカー　運動が嫌いだから スマホでゲームすること。親が禁止
するから。

太さが変えられるペン

6年生 女子 スイッチ　ゲーム 家で クリアする時 絵描く マラソン
長距離が苦手😭

ブランコ
公園にわざわざ行くのがめんどくさ
い！

《描いた絵が本当に動き出すペンと紙セット》
描いた絵の動きとか声、好きな事を設定して自分好みのキャラクターをつく
れる！
ペンはなんと１５０色！色がたくさんあるから飽きない！家でも外でも何人
でも！どこでも遊べる何人とでも遊べる！

6年生 女子 任天堂スイッチ　スマッシュブラザー
ズ

家で休日に 相手をぶっ飛ばした時！ 任天堂スイッチ　あつ森 鉄棒
目がまわって吐きそうになる

リアルスプラトゥーン
インクでべちょべちょになるから

ぶっ飛ばしているような感覚のゲーム機
ストレス発散！運動不足解消！なにより楽しい！！
ゲームの世界に入ってみたかった人などに！！
自粛中に楽しめる！

6年生 女子 猫と走りまくる 暇な時 すべての瞬間 猫じゃらしで猫と遊ぶ 普通の猫じゃらし理由は噛まれるか
ら

おやつでつる理由はまだちゅ〜るあ
げられない

猫じゃらし兼ちっちゃい猫でも食べれるおやつ入

6年生 女子 語彙力ゲーム 友だちが来たとき 皆で考えているとき 普通にゲームする 体を動かす遊び　理由「疲れるから」 ない　理由「やりたいけどできない遊
びはない」

語彙力を皆で考えて、コンピューターに言い、採点、注意してくれる道具

6年生 女子 トランプ（スピード） 学校の昼休み 自分が勝ちそうな時 違うトランプの遊び バレーボール　ボールを打つのが苦
手だから。

（七五三　トランプ）　休み時間みん
な違う遊びをしているから。　

相手の気持が、見えてくる　表情で判断するもの

6年生 女子 バスケットボール 学校で、体育館が使える時。 ボールが、コートに入った時。 リズムゲーム マラソン　理由　自分が足が遅いか
ら。

スケボー理由　乗る感覚がわからな
い。

お金をかけずに、下手でもできるようになる道具

6年生 女子 トランプ 休み時間 勝った瞬間 UNO サッカー　暑いのが苦手だから スクラッチ　禁止されているから プロジェクションスポーツ　道具を用意しなくても、スポーツを選んでボタン
を押せばプロジェクションの道具が出てきて遊べる。またボタンを押せばプ
ロジェクションが消える腕につける道具。

6年生 女子 テトリス 時間がある時 4列消えた時 たこ焼き105こ作るやつ あやとり 糸が絡まってしまうから 階段の手すりを滑り降りるやつ 怒ら
れてしまうから

体感時間は1時間だけど実際は1分になっている道具

6年生 女子 ダンス 暇なとき ダンスを覚えたとき ユーチューブ サッカー、野球、理由はあんまり
ルールが分からないから

お金がいるゲーム　お金が少ないか
ら

踊っていたらその踊りの楽曲が流れてくるカメラ

6年生 女子 スマホゲーム 暇なとき、やりたいとき ミッションをクリアしたとき ちがうアプリをする ない理由ない ディズニーで隠れ鬼理由コロナだか
ら

一回飽きたら新しい音ゲーが入るスマホ

6年生 女子 ドッチボールです。 休み時間 ボールが当たらなかったとき。 スクラッチの逃走中。 野球。ルールがわからないから。 バスケットボール。背が低くて、ゴー
ルする確率が低いから。

何秒か先に起こる事がわかる眼鏡

6年生 女子 読書 休み時間・テストが終わった時・家で
暇な時

クライマックスなった時 トランプ 体を激しく動かす遊び。疲れるから。 できない遊びはそもそもしたくない。 その人に合った本を勝手におすすめしてくれるひみつ道具

6年生 女子 ソフトテニス 習い事のとき 点をとったとき ドッチボール バスケ　自分には難しいから 野球　肩が弱い バーチャル　プレイスポーツ　　説明バーチャル空間で自分でキャラを設定
してそのスポーツの動きをするだけでプロと同じような威力が出る。だから
どんな人でも体を動かせる。

6年生 女子 スマブラ　　　 家で暇な時 １対１で戦っている時 マイクラ 野球　球技が苦手・ルールが分から
ない

クレーンゲーム　お金がかかって、
何回やっても取れないから親に駄
目って言われる。

トランプを自動でシャッフルして、そのトランプのゲームにあった並べ方や
配り方を自動でしてくれるひみつ道具。

6年生 女子 ダンスをおどりながら歌を歌うこと 一人しかいない時 曲がサビに入ったとき トランプ 球技　理由ボールを蹴ったり投げた
りできないから

クレーンゲーム　理由　お金をたくさ
ん使えないから何回やっても取れな
い時お金の無駄と感じるから

この映像を流すと、プロのAIが教えてくれて、ダンサーみたいにうまく踊れ
るようになる。

6年生 女子 絵を書くこと 乗り物に乗ってるとき めっちゃ難しい絵を完成させたとき ピアノをひく ドッジボール　理由はボールなげる
のが苦手だから

3Dドリームアーツペン　もってる人が
いてうらやましかったから

絵をかいてると同時にYouTube見れる道具

6年生 男子 読書 暇なとき クライマックス ゲーム こま・回すのが下手だから。 プライムビデオ・そんなに余裕な時
間がない。

自分の都合に合わせて、好きな遊びを勧めてくれるロボット

6年生 男子 マインクラフト（ゲーム） 自由時間 モンスターを倒すとき 別のゲームをする ない ない 食べ物とってくーる

6年生 男子 ゲーム（スクラッチ） 暇な時 敵を倒した時 読書 ニンテンドースイッチのソフト（大乱
闘スマッシュブラザーズ）
理由
お母さんに隠された

ジェットパック！

6年生 男子 ゲーム(スクラッチ) 学校 色々なものを作り上げた時 swich なーし なーし ゲームをしまくる

6年生 男子 ゲーム 暇なとき やっているとき アイパット youtube  
面白くないから

火遊び
危ないから

自分が考えた物が出てくる

6年生 男子 ゲーム ひまな時 いつも 寝る リズム遊び お札のプールで泳ぐ　理由　そんな
にお金がない

永遠に遊べる時間を作る道具

6年生 男子 ゲーム 家にいるとき ハラハラするとき テレビを見る お化け屋敷。理由は怖いから ない。 オルゴールの機能を使ってなにかハラハラするような音楽や効果音がでる
スピーカーみたいの？

6年生 男子 絵を書くこと 暇なとき 周りの人に、「うまい」と言われたとき ゲーム。（機種はスイッチ） 鬼ごっこ。理由は、走るのが好きじゃ
ないから。

特になし。理由は、できない遊びが
ないから。

暇なとき、誰でも手軽に遊べるゲーム。

6年生 男子 スクラッチ　プログラミング すきま時間 戦っている時 ネットを見る 工作　不器用で苦手 スイッチ 漢字を書いたり、計算をするとペットが育つ

6年生 男子 バスケットボール 習い事や、休み時間 シュートを決めたとき スクラッチ サッカー
理由転ぶから

任天堂スイッチ
理由やることがないから

全国の同じくらいの強さの選手とゲームや、バスケットボールなどの対戦が
いつでもできるようにいつでも瞬間移動できる道具

6年生 男子 RPGゲーム 家にいるとき ゲームクリアしたとき 友達とどこかに遊びに行く ホラーゲーム　理由は怖いから 全校で鬼ごっこ　理由は、やると先
生に怒られるから

ジェットパック
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学年 性別 Q1. 「あなたにとって、いま１番面白
い遊びは何ですか？」

 Q2. 「その遊びは、どんな時にしま
すか？」

 Q3. 「その遊びは、どのしゅんかん
が一番面白いですか？」

 Q4. 「その遊びが禁止されたら、か
わりに何をしますか？」

 Q5. 「あなたが苦手な遊びは何です
か？その理由も教えてください。」

 Q6. 「あなたがやりたいけどできな
い遊びは何ですか？その理由も教
えてください。」

 Q7.  私が考えた「相手の遊びがもっと楽しくなるひみつ道具」のアイデア

6年生 男子 スクラッチのマイクラ 暇なとき クリーパーを倒した瞬間 スイッチのマイクラ 記憶力を使うようなゲーム 有料ゲーム 有料ゲームという物をこの世から消し去る

6年生 男子 テレビを見る（バラエティー番組） 時間に余裕がある時 テレビの人がドッキリにかかった時 ゲーム（スーパードラゴンボールヒー
ローズ）

怖いゲーム
理由　怖いから

映画が見れない
理由　時間がないから

空飛ぶ車

6年生 男子 ゲーム 人の家にいる時 ゲームの中で相手をたおした時 テレビと勉強 球技　サッカー以外の 学校全体を使って鬼ごっこ 異空間学校機

6年生 男子 ゲーム 友達が家に来たとき 勝ったとき バスケ おままごと 《サバゲー》
親にやりたいって言いづらいから。

たくさんの自分。性格が違う自分が出てくる指輪！
いろいろな自分が出てきたらなんでもできる！！！！！

6年生 男子 ゲーム 時間があるとき（やることが終わった
時）

はじめるとき カードゲーム・運動 知恵の輪　力でねじ伏せたいけどで
きない。

有料ゲーム　理由は、だめって言わ
れるから。

ボタンをおしたら大きくなるゲーム機。収納したい時はボタンをおす。

6年生 男子 ゲーム 暇なとき 敵を倒したとき You Tube 神経衰弱　弟が最強だから スマホのゲーム　スマホが壊れたか
ら

一つの電子機器で世界のどのゲームもできる機会

6年生 男子 マインクラフト 暇なとき 建築が完成したとき！ 任天堂スイッチ 運動系 熊狩り オンラインで動物狩りゲーム　　動物役は逃げて、人間役は捕まえる

6年生 男子 サッカー 晴れの日 相手をぬく瞬間 バスケ 球技 スクラッチ　禁止されているから 絶対に虫にさされない、虫をよせつけない道具

6年生 男子 鬼ごっこ 皆で遊んでいるとき、暇なとき 鬼から逃げているとき 会話 ドッジボール　理由　キャッチが出来
ない

100人鬼ごっこ　人が集まらない　コ
ロナで密だから

皆で遊びたいときに人が集まって来る機械

6年生 男子 ゲームのアプリ　プロスピA 暇なとき ホームランを打ったとき 違うアプリでゲームをする 卓球　理由ボールを当てるのが難し
いから

BMX　立ち乗りするから怖い 初心者でもプロのように乗りこなせるためにロボットがサポートする

6年生 男子 レゴ 暇な時 完成した時 ドッジボール 野球　　　走るのが遅いから 一輪車　　持っていないから レゴスポーツマシーン

6年生 男子 サッカー 誘われた時 ゴール入れた時 ゲームする おままごと　恥ずかしい 課金があるゲーム　お金がないか
ら。

一人でもオンラインで友達と繋がれて、コーチにも教えてもらえるプロジェク
ター

6年生 男子 プラレール 暇なとき、家にいるとき 作るとき 読書 ドッヂボール　理由投げるのも取る
のも苦手だから

１０人以上で人生ゲーム理由１０人
以上用がないし、人を集められない

ボードゲームの中に入って遊べる靴

6年生 男子 ゲーム 毎日 優勝したとき 違うゲームをする お家ごっこ　理由恥ずかしいから ディズニーでかくれんぼ　理由コロナ
だから

30分ゲームしたら強制終了するソフト
30分ゲームしたら『勉強しなさい』と画面に表示されて30分勉強しなかった
ら記録が全部消える。勉強したら両親のスマホに通知が届くし、勉強しな
かったらそのことも通知が届く。

6年生 男子 スイッチの泥棒のゲーム（シィーフ
シュミレーター）

家でスイッチが出来る時。 課題どおりにうまく盗めた時。 野球 体操。　理由　体がかたいから。 ゲームセンターを貸し切る。　理由　
値段が高いから。　

遊んでいたり、寝ている時に体をほぐして柔らかくしたり、準備運動をしてく
れる機械。

6年生 男子 レゴ 暇な時 完成した時 ドッジボール 野球　　　走るのが遅いから 一輪車　　持っていないから 箱からレゴが頼んだ数だけ出てくるBOX

6年生 男子 ホッピング 家で暇な時にする。 今までの記録を超えた時 ダンボールで工作をすること。 バトミントン　理由：室内でやらないと
天候でできなくなるから。

スケートボード　理由：大怪我をする
といやだから。

いろいろなスポーツの大会の世界に行けるひみつ道具　例：ホッピング　数
を数えてくれるロボットがいて記録を更新すれば祝ってくれたりしてくれる。
いろいろな種類のホッピングがあったりする。

6年生 男子 ゲーム 暇な時 ゲーム内でラスボス倒す時 バスケットボール 絵を書く時　理由絵が下手だから クロームブックのスクラッチ ゲームソフトがたくさんもらえるひみつ道具


