
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競技 ： 令和４年１月２２日午前１０時から 

結果発表 ： 令和４年１月２２日午後４時４５分 

全国中学生創造ものづくり教育フェア 

パソコン入力部門 

参加の手引き 
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第２１回中学生創造ものづくり教育フェア全国大会に出場されるみなさん、おめでとうございます。

今回の大会は、新型コロナウィルス感染症対策のため、オンラインで行います。 

競技中の様子を確認するため、zoom を用いて、競技委員と１対１で画面共有します。 

不正防止のため、団体の責任者、保護者の方などに「責任者」として立ち会っていただき、競技中の

様子を中継していただきます。 

みなさんのご協力が必要となりますので、よろしくお願いします。 

 
参加環境など 

必要な環境などは下記のとおりです。各自で用意してください。 
なお、１月８日（土）に、本番と同じ時程でリハーサルを行う予定です。 
できるだけ、参加時と同じ環境で、ご参加いただくようお願いいたします。 
また、同じくオンライン開催であった毎日パソコン入力コンクール全国大会の参加方法の動画を

アップしておりますので、こちらも参考になさってください。 
競技用ＰＣ ・ 毎パソアプリが正しく動作する（体験版で採点画面が表示される）こ

とを確認してください。 
・ ブラウザはＥｄｇｅ、Ｃｈｒｏｍｅ、Ｓａｆａｒｉのいずれかの最新バージョン 
・ ダウンロード版 zoom（バージョン 3.5.31149.1102 以降）がインス

トールされている 
・ zoom のプロフィールは、「参加者のフルネーム PC」（例：毎パソ花子

PC）と設定 
ネット環境 ・上り下りとも 10Mbps 以上が必要。ともに 25Ｍbps 以上を推奨。 

fast.com（https://fast.com/ja/）などで測定することができます。 
・ネット環境を安定させるために、有線での接続をおすすめします。 

zoom アプリ入りスマ
ートフォン・タブレット
など（カメラ付き） 

・zoom のプロフィールは、「参加者のフルネーム Phone」（例:毎パソ花
子 Phone）と設定 

 

「責任者」にしていただくこと 
・ スマホで zoom を使い、競技中の動画を撮影する 

参加者の手元とパソコンの画面が同時に見えるように、同一部門で複数の参加者がいる場合
は、１人につき、１台のスマホなどで動画を撮ってください。 

・ 参加に際し、毎パソのルールに則っているかの確認 
 毎パソのルールに関しては、ホームページをご覧ください。 

 

参加者（保護者とも）と責任者には、誓約書・応諾書を締め切りまでに提
出していただきます。 
上記環境が整わない場合、誓約書・応諾書が期限までに事務局に届かな
かった場合は、参加できません。（応諾書でお困りのことがあれば、事務局
までご連絡ください）  
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当日の流れ 
①集合から説明まで 

あなたへのメールコンテスト 

・  参加者、責任者ともに、zoom を起動後、参加票に記載されているミーティングＩＤを入力 

和文 

・  毎パソアプリを起動し、ものづくり教育フェアの ID でサインイン 

・  責任者はサインイン後の画面に表示されている QR コードをスマホ・タブレットで読み込んで

zoom を起動するか、zoom を起動してから表示されているミーティングＩＤを入力 

・  参加者はサインイン後の画面に表示されているリンクをクリックして zoom を起動 

共通 

・ ミーティングに参加することを許可されるまで待機（競技開始４０分前に許可予定） 

・  設定の説明を聞き、音声・マイクの設定をする 

・ 和文では、体験版を使用し、正しく動作するか確認する 

 

②競技 

zoom ミーティングで全体説明を行った後、分割（ブレイクアウトルーム＝別々の部屋に分かれ

る）して競技委員と１対１で画面共有しながら競技を行います。競技終了後、統合（＝同じ部

屋に集まる）して、結果到着確認を行った後、終了となります。 

A.分割前 

・競技委員長の話を聞く 

・わからないことがあれば質問をする 

・参加者、責任者、競技委員の３人１組に分かれる 

B.分割後 

・zoom で、競技用 PC の画面を共有する 

・和文では、競技委員の指示に従い、辞書の設定を行う 

・競技委員の合図に合わせ、スタートボタンをクリックする 

・競技終了後、統合されるまで待つ 

C.統合後 

・競技委員長の指示により、zoom から退出する 

 

注意事項： 
・ 競技中のノイズ（電話、インターフォン、ペットや子供の声など）は、参加者・責任者の責任で防

ぐようにしてください。これを理由とするやり直しは認められません。 

・ 家電の同時使用などによる停電・回線速度の低下にも気を付けてください（特に電子レンジに

は注意してください）。これを理由とするやり直しは認められません。 

・ ネット回線速度の低下・切断によるやり直しは認められません。安定した質の良い回線を確保

するため、有線接続をおすすめします。 
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時程 

回  次 部      門 説明開始時刻 競技開始時刻 

第１回 あなたへのメールコンテスト 9：4０ 9：5０ 

第２回 和文Ａ中学生（第１試合） １０：1０ １０：2０ 

第３回 和文Ａ中学生（第２試合） １０：3０ １0：4０ 

第４回 和文Ａ中学生（第３試合） １0：5０ １１：0０ 

第５回 和文Ａ中学生（第４試合） １１：1０ １１：2０ 

第６回 和文Ａ中学生（第５試合） １１：3０ １１：４０ 

第７回 和文Ａ中学生（第６試合） １１：5０ １2：0０ 

第８回 和文Ａ中学生（第７試合） １2：5０ １３：0０ 

第９回 和文Ａ中学生（第８試合） １３：1０ １３：2０ 

第１０回 和文Ａ中学生（第９試合） １３：３０ １３：４０ 

第１１回 和文Ａ中学生（第１０試合） １３：5０ １４：００ 

第１２回 和文Ａ中学生（第１１試合） １４：1０ １４：２０ 

第１３回 和文Ａ中学生（第１２試合） １４：3０ １４：４０ 

第１４回 和文Ａ中学生（第１３試合） １４：5０ １５：００ 

第１５回 和文Ａ中学生（第１４試合） １５：１０ １５：２０ 

 

競技方法など 
メールコンテスト 
・ 予選と同じ方法ですが、競技時間は１５分です。課題は当日発表されます。 
和文 A 中学生 
・ 下記ページをご覧いただき、ルールを確認してください。 

https://maipaso.net/schedule/#a9 
・ 和文 A 中学生は冬季大会と同じ課題です。 
・ 和文 A 中学生に参加される方は、予測変換・学習機能の停止、学習履歴の消去

などがスムーズにできるようにしておいてください。 
 
結果発表 

１月２２日（土）１６：４５（予定）   毎日パソコン入力コンクール HP にて 
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第２１回中学生創造ものづくり教育フェア出場権獲得者 

あなたへのメールコンテスト 

石垣 玲央奈 浜松市立湖東中学校 ２年 橋本 羽琉 神戸学院大学附属中学校 ３年 

山田 真奈可 竹富町立波照間中学校 ３年 松宮 れお 神戸学院大学附属中学校 ３年 

西野 綾華 神戸学院大学附属中学校 ３年 佐藤 ひま里 南三陸町立志津川中学校 ３年 

第５部 和文Ａ中学生 

四本 心咲 日立市立十王中学校 ２年 安彦 姫華 高萩市立高萩中学校 ３年 

蛭田 千穂 北茨城市立中郷中学校 １年 小堤 良誠 桜川市立大和中学校 ３年 

岡村 晃汰 桜川市立大和中学校 ３年 原田 龍弥 袋井市立袋井中学校 ２年 

池田 脩真 川崎市立臨港中学校 １年 喜多 奏介 名古屋市立有松中学校 ３年 

前沢 完斉 八王子市立松木中学校 ３年 佐藤 由梨 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ２年 

長澤 優花 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ２年 西山 稔莉 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ２年 

松永 歩諭 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ２年 犬尾 優里 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ２年 

貫目 沙織 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ２年 木瀧 ゆめり 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ２年 

城条 真乃 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ２年 平田 みづ来 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ２年 

溝入 宥子 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ２年 吉田 ひかる 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ２年 

助川 なつき 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ２年 中村 優里 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ２年 

村松 里桜 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ２年 阿部 帆奈 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 

大川 祐蒼 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 佐々木 ゆい 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 

遠間 莉桜 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 藤井 菊乃 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 

新井 瑞希 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 遠藤 心 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 

大久保 結依 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 小林 香遥 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 

水村 あこ 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 池田 和花 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 

太田 櫻子 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 大野 奏恵 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 

椛沢 丞駈 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 松野 希音 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 

山崎 絆 川崎市立川崎高等学校附属中学校 ３年 澤谷 浩平 練馬区立谷原中学校 ２年 

鈴木 新巧 岡崎市立六ツ美中学校 ３年 川原 愛結那 岡崎市立六ツ美中学校 ３年 

浦岡 佳史 浜松市立湖東中学校 ２年 石垣 玲央奈 浜松市立湖東中学校 ２年 

中津留 美来 浜松市立篠原中学校 ２年 星野 翼 浜松市立篠原中学校 ２年 
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大野 奈月 大洲市立大洲北中学校 ２年 松本 一秀 愛西市立永和中学校 １年 

儀間 美乃里 伊江村立伊江中学校 ２年 山中 啓太郎 神戸学院大学附属中学校 １年 

金山 鷹 静岡県立浜松西高等学校中等部 ２年 原田 律哉 静岡県立浜松西高等学校中等部 ２年 

小西 淳平 静岡県立浜松西高等学校中等部 ２年 太田 涼月 宇都宮市立瑞穂野中学校 ２年 

池田 稜斗 豊田市立朝日丘中学校 ２年 川越 勇輝 豊田市立朝日丘中学校 １年 

木原 澪 幸田町立幸田中学校 １年 田元 清雅 直方市立直方第二中学校 ２年 

山下 茜 御前崎市立浜岡中学校 ２年 山本 菜月 伊豆の国市立韮山中学校 １年 

加藤 千聖 豊橋市立豊城中学校 １年 田中 友海 佐賀県立致遠館中学校 １年 

田口 夢彩 佐賀大学教育学部附属中学校 １年 中溝 菜月 佐賀市立城南中学校 ２年 

本田 涼真 藤井寺市立藤井寺中学校 ２年 堀内 優夏 静岡サレジオ中学校 １年 

佐藤 ひま里 南三陸町立志津川中学校 ３年 黒川 結衣 高山市立中山中学校 ２年 

矢﨑 結衣 町田市立南中学校 ２年 鈴木 楓弥 豊川市立御津中学校 ３年 

寺島 康太 一宮市立萩原中学校 ３年 倉橋 勇太 蒲郡市立塩津中学校 ３年 

浪岡 透哉 八戸市立是川中学校 ３年 森 颯良 蒲郡市立塩津中学校 ３年 

尾﨑 叶歩 蒲郡市立西浦中学校 ２年 河合 夏実 愛知教育大附属岡崎中学校 ２年 

八田 菜々子 蒲郡市立形原中学校 ３年 青山 哲 白河市立東北中学校 ３年 

長村 一輝 葛飾区立桜道中学校 １年 加来 燎玄 中津市立豊陽中学校 ３年 

尾山 雄一郎 茨城中学校 ２年 細金 亮太 江戸川学園取手中学校 ３年 

壁谷 裕美華 愛知県蒲郡市立形原中学校 ２年 飛田 惺 水戸市立第二中学校 ２年 
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誓約書（参加者） 

 

私は、第２１回全国中学生創造ものづくり教育フェアに出場するにあたり、
下記の項目を厳守することを誓います。 

記 
１． 参加の手引きを読み、理解し、出場権を得た本人が参加します。 
２． 毎日パソコン入力コンクールのルールを守ります。 
３． 競技委員長・競技委員の指示に従います。 
４． 説明・指示されたとおりにパソコンを設定します。 
５． 機器・インターネット回線などの不具合が起きても、やり直しは求

めません。競技やり直しの判断は、競技委員長に任せます。 
６． 競技中、および競技中の動画により、不正が指摘された場合は、

失格となっても異議ありません。 
７． 競技中、予期しないトラブルが起きた際、原因の如何を問わず、自

己責任において処理し、主催者および関係者の責任を問いませ
ん。また、主催者より競技続行に支障があると判断された場合は
中止勧告を受け入れます。 

８． いかなる理由においても、採点結果に対し異議をとなえません。 
以上 

年    月    日 

参加部門：                           
メルコン・和文中学生両方に参加される方は、２つめの部門を下記にご記入ください 

参加部門：                           

参加者署名：                           

保護者署名：                           
 
※署名欄に自署のうえ、１月２０日必着にて、大会事務局まで、メール添付、ファックス、郵送のいず
れかにてお送りください。 e-mail:maipaso@pasoken.or.jp 

Fax:0428-24-1162 
送付先：198-0036 青梅市河辺町１０－１４－１２ 
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誓約書（責任者） 

 

私は、（参加者名）                   が、第２１回全国中学生創造ものづく
り教育フェアに出場するにあたり、下記の項目を厳守することを誓います。 
 

記 
１． 毎日パソコン入力コンクールのルールを守らせます。 
２． 競技委員長・競技委員の指示に従います。 
３． 競技やり直しの判断は、競技委員長に任せます。 
４． 競技中、および競技中の動画により、不正が指摘された場合は、

失格となっても異議ありません。 
 

以上 
年    月    日 

責任者署名：                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※署名欄に自署のうえ、１月２０日必着にて、大会事務局まで、メール添付、ファックス、郵送のいず
れかにてお送りください。 e-mail:maipaso@pasoken.or.jp 

Fax:0428-24-1162 
送付先：198-0036 青梅市河辺町１０－１４－１２ 



第２１回全国中学生創造ものづくり教育フェア  参加申込書（応諾書） 

全日本中学校技術・家庭科研究会長 様 

各ブロック中学校技術・家庭科研究会長 様 

各都道府県中学校技術・家庭科研究会長 様 

出場競技   「 パソコン入力 」コンクール 

出場部門   「 パソコン入力 」部門  

ふりがな                                        

チーム名   （                      ） 

ふりがな 

作品名    （                      ） 
注意事項：入賞した場合は，この応諾書の文字通りに賞状を作成いたします。楷書で丁寧に記入ください。特に「とめ」「はね」

「はらい」などを正確にお願いいたします。また、学校名，生徒氏名、ふりがな、緊急連絡先も正確に記入ください。 

ふ り が な 

学 校 名  学年 年 

ふ り が な 

児童生徒氏名  性別  

保 護 者 

自 署 欄 

第２１回全国中学生創造ものづくり教育フェアに参加することを承諾します。大会に

関わる氏名・写真等の全日中技家研 Web ページ・報告書等への掲載，公官庁，報道

機関に資料提供されることを承諾いたします。また，来年度以降の参考資料として使

用することを承諾いたします。教員の引率がない場合は、個人で保険に加入し保護者

が引率を行います。 

 

 令和  年  月  日 保護者氏名            印 

学 校 T E L  

学 校 F A X  

学 校 住 所 
〒 

ふ り が な  

担 当 教 諭 

 

                                印 

当日緊急連絡 
（携帯電話等） 

学校公用 E-mail  

参加児童生徒 

在 籍 校 長 名 

第２１回全国中学生創造ものづくり教育フェアに参加することを承諾いたします。 

令和   年   月   日 

             立            学校 

  

             校 長                

備  考 
この欄には記入をしないでください 

 

 印 


