
  
   Minecraft カップ 2021 全国大会【作品応募／質問表】 

  

◆作品応募について 

応募に必要な提出物は、QR コードまたは URL の「応募様式」ページをご確認ください。 

＜応募様式＞ 

https://minecraftcup.com/application-rule/ 

  

◆質問表について 

こちらの質問表は以下の２つに分類されます。 

・２ページ目：作品（個人・チーム）の情報 

・３ページ目以降：参加者の情報、アンケート 

２ページ目は、チーム参加の場合、チームとして１つの回答を回答表にご記入ください。 

３ページ目以降は、チーム参加、個人参加に関わらず、個々人での回答をお願いいたします。 

※電話番号やメールアドレスのみ、代表者に統一しておきたい場合は統一しても構いません。 

 

◆後半のアンケートについて 

アンケートは、本大会を通し、大会テーマである「ひとりひとりが可能性に挑戦できる場所」に沿って、子どもたち

がどのような体験をし、どのような未来社会を生き抜くスキルの変容がもたらされたかを調査します。 

質問の回答は、デジタルスキル・プログラミング教育に関する調査研究に使用し、調査結果は、個人が特定されない

形で後日公式サイトに掲載予定です。 

 

チーム参加であっても、参加者お一人ずつ、ご本人が必ずお答えください。小さいお子様など、アンケート内容が良

く理解できない場合は、身の回りの大人に相談の上、一緒に回答を行ってください。 

  

◆個人情報と保護者の同意について 

本大会に参加するにあたって、参加者のお子様には保護者の同意が必要となります。 

参加すること・大会の内容・参加にあたり個人情報を入力することなどを必ず保護者にご説明するか、もしくは公式

サイトを見てもらってください。 

 

個人情報については、本大会のプライバシーポリシーに基づき、紛失や漏洩などが発生しないよう積極的な安全対策

を実施いたします。 

右記 QR コードまたは下記 URL は、身の回りの大人に必ず確認してもらってください。 

＜プライバシーポリシーについて＞ 

https://minecraftcup.com/privacy/ 

  

https://minecraftcup.com/application-rule/
https://minecraftcup.com/privacy/


※上から順番に回答してください。□部分は☑を記入してください。（所要時間：15～20 分程度） 

◆作品（個人・チーム）の情報 

チーム参加の場合、チームとして１つの回答となります。個人参加の場合はそのままお答えください。 

回答表に直接ご記入いただいても構いません。 

作品タイトル  

チーム名 

※個人参加の場合、公式サイト

等で使用・公開可能な名前 

（ニックネーム等、本名可） 

 

参加人数 

※個人参加は１人、 

チーム参加はチームの人数 

人 

地区ブロック 

※海外から参加の場合は 

「その他」を選択し、 

（ ）に国名を回答 

□ 北海道・東北 □ 東京 □ 関東 6 県・中部 

□ 関西・中国  □ 四国・九州・沖縄 

□ その他（           ） 

  

◆５つの質問 各回答/最大 200 字程度  ※詳細は「応募様式」ページをご確認ください。 

質問１ 
作品の中で最も注目してみてほしいところはどこですか？苦労した点や、工夫したところなども教え

てください。 

 

質問２ 
「作品テーマ」をワールド上でどのように表現していますか？SDGs のどの目標を取り入れて制作した

のかも含めてお答えください。 

 

質問３ 「作品テーマ」を表現するにあたり、どのようなことを調べましたか？ 

 

質問４ 
プログラミングまたはレッドストーン回路を使っている場合、どのように使いましたか？苦労した点

や、工夫したところなども教えてください。 

 

質問５ 作品をつくる上で、どのような計画をたて、どのようにして制作をすすめましたか？ 

 

  



  

◆参加者の情報 

保護者の同意   □ 同意します。 

氏名（漢字）   年齢           才 

氏名（フリガナ）   性別  □ 男 □ 女 □ 無回答 

電話番号     ―     ―      

お住いの都道府県 

※海外在住の方は回答表の

際「その他」を選択して国

名を記入してください。 

 

メールアドレス                 ＠ 

学校名          

学年 

 □ 未就学    □ 小学１年生  □ 小学２年生  □ 小学３年生  □ 小学４年生 

 □ 小学５年生  □ 小学６年生  □ 中学１年生  □ 中学２年生  □ 中学３年生 

 □ 高校１年生  □ 高校２年生  □ 高校３年生 

  

◆所属機関・マインクラフトについて 

以下の機関に所属していますか？習いごともふくめ、当てはまるものすべてにチェックを入れていください。 

  □ プログラミングスクール（CoderDojo 含む）   □ 学校の授業・部活動・放課後学習 

 □ NPO などの学習支援活動団体   □ 所属していない   □ その他（               ） 

普段の Minecraft での活動時間数を、以下の中から選択し、 

エントリー時に回答した内容と、今現在(応募時)の状態とをそれぞれご回答ください。 ※１日平均 

  ・ Minecraft をほとんどやったことがない 

 ・ 30 分未満     ・ 30 分～1 時間 

 ・ 1 時間～2 時間  ・ 2 時間～３時間 

・ 3 時間～4 時間  ・ 4 時間～6 時間 

・ 6 時間～10 時間   ・ 10 時間以上 

【エントリー時】 

 

 

【応募時(現在)】 

 

 

  



 

◆アンケート 

本大会で作品づくりに取り組む参加者ご自身の目の付け所や考え方を知るため、これからいくつかのアンケートに答

えていただきます。日常生活での出来事を思い浮かべながら、また、もしそうなったときに自分ならどうするかを考

えながら回答してください。 

 

質問は全部で 9 問あります。１つの問いに対し、レベル１～４の選択肢の中から最も当てはまると思った番号を記入

してください。 

どれにも当てはまらない場合は、０を記入してください。 

 

回答は「本大会エントリー前のご自身の状態」と「作品づくりを終えて応募をする今現在のご自身の状態」の２種類

の時のことを思い浮かべながら回答していただきます。また、回答に対する理由や実際にあった出来事などがあれば

お書き添えください。番号の回答は必須ですが、理由を述べる回答は任意です。 

 

それでは、以下よりアンケートにお答えください。 

 

 

 

＜質問１＞ どれにも当てはまらない場合は、０を記入してください。 

質問内容 質問内容 

レベル１ 
目の前の人がこまっていたり、家で宿題をするときに、だれかに言われる前に自分から行動すること

ができる。 

レベル２ 
クラスや部活動において、学級委員や部長などのレベルに自ら立候補し、その後もだれかに言われる

前に自分から意見を述べたり行動している。 

レベル３ 
学年行事や学校全体で、体育祭の実行委員や生徒会などのレベルに自ら立候補し、その後もだれかに

言われる前に自分から意見を述べたり行動している。 

レベル４ 
学校全体にとどまらず、地域や国のボランティアに参加したりなど、社会の課題を理解し、社会の一

員として自分にできることを考え、自ら挑戦し行動している。 

そのように回答した理由について実際の経験をもとに記述してください。 【エントリー時】 【応募時(現在)】 

【記述】※任意 

 



＜質問２＞ どれにも当てはまらない場合は、０を記入してください。 

質問内容 質問内容 

レベル１ 
学校や周りの友人・大人から新しいことを教えてもらったとき、気になることについて自ら本やイン

ターネットなどを使って調べる。 

レベル２ 
学校などで調べ学習をするとき、自分が選んだテーマについて、とにかく納得するまで追究して調べ

る。 

レベル３ 
学校などで調べ学習をするとき、テーマについて調べる過程で色々な疑問がわき、当初のテーマをこ

えて幅広く追究し納得するまで調べる。 

レベル４ 
普段から教科書に載っていないことや、自分の興味に関係なく知らないことがあると、次々と関心を

持って納得するまで調べ、学んでいる。 

そのように回答した理由について実際の経験をもとに記述してください。 【エントリー時】 【応募時(現在)】 

【記述】※任意 

 

＜質問３＞ どれにも当てはまらない場合は、０を記入してください。 

質問内容 質問内容 

レベル１ 「⚪⚪は得意？」と聞かれたら、得意か得意じゃないか答えることができる。 

レベル２ 
先生や友達などの周りの人から、自分の得意・苦手なことが何なのか、自分のことをどう思われてい

るのか理解している。 

レベル３ 自分の好き・嫌い・得意なこと・苦手なことを、自ら理由も含めて理解している。 

レベル４ 
上述（レベル３）を理解しているからこそ、物事を決める際には自分なりの判断基準(ルール)をもっ

ており、それを理解している。 

そのように回答した理由について実際の経験をもとに記述してください。 【エントリー時】 【応募時(現在)】 

【記述】※任意 

 



＜質問４＞ どれにも当てはまらない場合は、０を記入してください。 

質問内容 質問内容 

レベル１ 自分が知っていることや伝えたいことは、教室で手を挙げて発言することができる。 

レベル２ 自分が知っていることや伝えたいことは、知らない人がいるところでも発言することができる。 

レベル３ 
聞き手が知らない人でも、どう伝えれば理解してもらえるかを考え、自分の意見が正確に伝わるよう

に工夫して発言することができる。 

レベル４ 
聞き手が知らない人で、さらに自分とは違う意見をもっている人でも、理解してもらえるように伝え

方を工夫し、そこに集まっている他の人々に対しても自分の意見を正確に発言することができる。 

そのように回答した理由について実際の経験をもとに記述してください。 【エントリー時】 【応募時(現在)】 

【記述】※任意 

 

＜質問５＞ どれにも当てはまらない場合は、０を記入してください。 

質問内容 質問内容 

レベル１ 目的や目標達成に向けたルールを自分で決めることができる。 

レベル２ だれかから見られていれば、自分をコントロールし、目的や目標達成に向けて行動することができる。 

レベル３ 
だれかから見られていなくても、誘惑がない環境であれば、自分をコントロールし、目的や目標達成

に向けて行動することができる。 

レベル４ 
誘惑のある環境で、どんなに誘惑に負けそうなときでも、自分をコントロールし、目的や目標達成に

向けて行動することができる。 

そのように回答した理由について実際の経験をもとに記述してください。 【エントリー時】 【応募時(現在)】 

【記述】※任意 

 



＜質問６＞ どれにも当てはまらない場合は、０を記入してください。 

質問内容 質問内容 

レベル１ 
ニュースなどの情報番組や記事をみているときに、算数/数学・理科/科学の授業で習ったこととのつ

ながりを見つけることができる。 

レベル２ 
ニュースなどの情報番組や記事をみているときに、情報をそのまま信じるのではなく、情報のもとに

なるデータや科学の情報を見つけ、それをもとに説明できる。 

レベル３ 

ニュースなどの情報番組や記事をみているときに、情報をそのまま信じるのではなく、情報のもとに

なるデータや科学の情報を使って間違いに気づき、正しくはどうなのかを自分なりに考えて、その考

えが正しいかどうかを調べて事実を確認することができる。 

レベル４ 
ニュースなどの情報番組や記事などの枠にとらわれず、自分自身で世の中に価値をあたえるような新

しい算数/数学の定理を発見したり、新しい製品（機械の技術）を生み出すことができる。 

そのように回答した理由について実際の経験をもとに記述してください。 【エントリー時】 【応募時(現在)】 

【記述】※任意 

 

＜質問７＞ どれにも当てはまらない場合は、０を記入してください。 

質問内容 質問内容 

レベル１ 
授業などで同年代の仲間に、自分が考えたことや感じたことを、言葉や作品などの何らかの形で表現

し、伝えることができる。 

レベル２ 
コンテストや大会などで審査員など上の立場の人に、自分が考えたことや感じたことを、言葉や作品

などの何らかの形で表現し、伝えることができる。 

レベル３ 
興味・関心がない人に対して、物事の事実や自分が考えたことや感じたことを、言葉や作品などの何

らかの形で表現し、興味を持たせることができる。 

レベル４ 様々なお題に対して、全ての人々の心や記憶に強く残るような表現をし、感動させることができる。 

そのように回答した理由について実際の経験をもとに記述してください。 【エントリー時】 【応募時(現在)】 

【記述】※任意 

 



＜質問８＞ どれにも当てはまらない場合は、０を記入してください。 

質問内容 質問内容 

レベル１ 
自分が知っている事がらについて聞かれたときに、事実に基づいたいくつかの理由が思いつき、それ

ぞれの理由を整理して、説明することができる。 

レベル２ 
自分が知っている事がらについて聞かれたときに、事実に基づいたいくつかの理由が思いつき、それ

ぞれの理由を整理して、話す順番を考えて相手にわかりやすく説明することができる。 

レベル３ 

自分が詳しくない事がらについて聞かれたときに、今までの経験をふまえて、なぜそういうことが起

きているのか理由を考え、事実に基づいたいくつかの理由を思いつき、それぞれの理由を整理して、

説明することができる。 

レベル４ 

日々変化し続ける社会の中で、何か新しい問題に直面したときでも、今までの経験をふまえて、なぜ

そういうことが起きているのか理由を考え、事実に基づいたいくつかの理由を思いつき、それぞれの

理由を整理して、順番を考えてだれに対してもわかりやすく説明することができる。 

そのように回答した理由について実際の経験をもとに記述してください。 【エントリー時】 【応募時(現在)】 

【記述】※任意 

 

＜質問９＞ どれにも当てはまらない場合は、０を記入してください。 

質問内容 質問内容 

レベル１ 
自分がよく知っていることに関してアイデア出しを行った場合、他の似たような例などを参考にし

て、新しいアイデアを出すことができる。 

レベル２ 
アイデア出しを行うときに、あらかじめ他の似たような例について調べ、アイデアを出すための関係

性を見つけておき、アイデア出しに使える方法について話すことができる。 

レベル３ 
自分の得意・不得意に関わらずアイデア出しを行った場合、アイデア出しに使える方法を用いて、新

しいアイデアを出すことができる。 

レベル４ だれも今までに思いついたことがないようなアイデアを出すことができる。 

そのように回答した理由について実際の経験をもとに記述してください。 【エントリー時】 【応募時(現在)】 

【記述】※任意 

以上 


