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夏休みのゲーム時間を有意義な体験に！
小学生向けオンラインゲームスクール 朝の無料体験会
& ゲームを作る「スプリンギン オンライン自習室」開催

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、小学
生対象のオンライン教室「ゲームカレッジ Lv99」にてコロナ禍二度目の夏休みのおうち時間をより充実した時間にし
てもらうため、「ゲームカレッジ Lv99 朝の無料体験会」を開催するとともに、株式会社しくみデザイン（本社：福岡
市博多区、代表取締役：中村俊介、以下「しくみデザイン」）としくみデザインが自社で開発するプログラミング未
経験でもゲームがつくれる創造的プログラミングアプリ「Springin’（スプリンギン）」を使った「Springin’（スプリンギ
ン）オンライン自習室」を 8 月 18 日（水）に開催します。
 背景
エデュテイメント研究所の行なった調査（※）では、お子さまの夏休みの過ごし方について半数以上の保護者
が「おうち時間の過ごし方に限界があり、家での過ごし方に悩む」と回答し、1 位の悩みごとであるという結果が出て
います。
そこでゲームカレッジ Lv99 では、おうち時間が増える中で長くなってしまいがちなゲーム時間をより充実した時間
に変えるためのサポートとして、ゲームで創造性や思考力などの能力開発ができる習い事の無料体験会やプログラ
ミング未経験でもゲームがつくれる創造的プログラミングアプリ「Springin’（スプリンギン）」を使った「Springin’
（スプリンギン）オンライン自習室」を開催します。
※エデュテイメント研究所調査第３回 夏休みの子どもとの過ごし方意識調査
参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000143.000060567.html

 ゲームカレッジ Lv99 朝の無料体験会を夏休み期間に開催
8/2(月)~8/30(月)の月曜日〜土曜日（一部レッスンお休みあり）にて、朝の時間帯にゲームカレッジ Lv99
のレッスンが 3 回無料で体験できます。
ゲームを楽しみながらコミュニケーション能力や創造力、問題解決力を育むコースに加え、英語でゲームを楽しむ
コース、ゲームを通じてプログラミングが学べるコースなど、子ども達のゲーム時間を娯楽だけでは終わらせず、有効な
時間に変えていくレッスンの体験が無料で受講できます。朝以外にも、従来より実施している午後・夕方・夜の時
間割もございます。
※無料体験のレッスン受講前に、ゲームの接続などを確認するため「レッスン事前説明会」への参加が必要です
期間：8/2(月)~8/30(月)の月〜土 ※レッスンお休み 8/9(月).13(金).14(土).31(火)
時間：①10:00~11:10 ②11:30~12:40 ③13:00~14:10 ④15:00~16:10
⑤16:30~17:40 ⑥17:50~19:00 ⑦19:10~20:20 ⑧20:30
~21:40
月曜日：①②③④
火曜日：①②③⑤⑥⑦⑧
水曜日：①②③④
木曜日：①②③⑤⑥⑧
金曜日：①②③④⑤⑥⑦
土曜日：①②③④⑤⑥⑧
申込方法：
ゲームカレッジ Lv99 公式 LINE にて「体験レッスン」とお送りください。
https://lin.ee/PlWJFCx
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 ひたすら作るも OK！質問＆相談も OK！Springin’オンライン自習室
小学生のお子さまを対象に、ビジュアルプログラミングアプリ「スプリンギン」を活用した無料オンライン自習室を開
催します。
参加者みんなで決めたテーマに沿ったゲーム作品を制限時間内に作って発表し合います。オンライン自習室では
ひたすらつくることに没頭することもできますし、自習室にいる参加者に質問や相談することもできます。みんなでゲー
ム作りを楽しみましょう。

対象者：小学生
参加費用：無料
開催日：2021 年 8 月 18 日（水）午前の部（9:30〜12:00）／午後の部（13:30〜16:00）
参加人数：各回 15 人程度
エントリー期間：2021 年 8 月 2 日（月）〜2021 年 8 月 12 日（木）まで
参加条件： iPad もしくは iPhone にスプリンギンのアプリをダウンロードしていること。
参加方法：オンライン（Zoom での参加となります）
申込み URL：https://forms.gle/d17J96J1nZq44McM6
※応募者が多い場合は抽選とさせて頂きます。
 スプリンギンで作ったゲーム作品を大募集！モーリーファンタジーアワード 8/31 まで開催中
当社が運営するアミューズメント施設「モーリーファンタジー」にちなみ、本アワードのテーマは「モリモリ」です。元気も
りもり、ごはんもりもり、山にある森、魚を獲る銛……など、さまざまな「モリモリ」にまつわるゲーム性のある作品であれ
ばなんでも OK。「絵×音×プログラミング」であらゆるものが創造できるスプリンギンだからこそ可能な、無限の表現で
「モリモリ」にまつわるゲーム作品を投稿してください。
優秀賞には、オンラインクレーンゲーム「MOLLY.ONLINE（モーリーオンライン）」で使える「モーリーポイント」
や、ギフト券など豪華賞品をプレゼント。さらに、全国で 390 店舗以上展開するモーリーファンタジーの店頭サイネ
ージにて作品映像を上映いたします。詳しくは下記 URL をご覧ください。
https://www.fantasy.co.jp/info/info-28010/
「スプリンギン」について
Springin’は、しくみデザインが開発する、文字を使わずに誰でも簡単にデジタル作品がつくれる創造的プログラミ
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ングアプリです。プログラミング未経験者や、まだ読み書きができない低年齢のお子さんでも、描いた絵や写真に、音
や動きをつけられる属性アイコンの組み合わせで、ゲームや動く絵本など自分だけのオリジナル作品をつくりだせるクリ
エイターになれます。
また自分がつくったデジタル作品をアプリ内のマーケットを通じて、他のユーザー向けに配信したり、他のユーザーがつ
くった作品をダウンロードすることもできるプラットフォームも備えています。
2020 年度には、文部科学省、総務省及び経済産業省による小学校プログラミング教育の充実を図る取り組
み「みらプロ 2020」で採択されたのを機に、プログラミング教育の現場や家庭での利用が進み、累計ダウンロード数
30 万件を達成（2021 年 8 月 2 日時点）。
2021 年 3 月、Springin’初の入門書『はじめてのスプリンギン 〜プログラミングを学んでゲームをつくろう〜』
（1980 円・税込）を株式会社技術評論社より発売。全国の書店をはじめ、Amazon、楽天ブックスなどのオン
ラインストアでも購入いただけます。
Amazon 販売ページ：https://amzn.to/3qX1xYi
▼ ダウンロード情報
ダウンロードはこちら：
https://springin.onelink.me/DiUu/newsrelease
【iOS 版】
・ 対応 OS： iOS 10.0 以降。iPhone、iPad、および iPod
touch に対応。
・ 価格： 無料
【Android 版】
・ 対応 OS： Android 5.1 以降
・ 価格： 無料
※現在、「あそぶ」機能のみとなっております
Springin’公式サイト：https://www.springin.org/jp/
ゲームカレッジ Lv99（レベルキュウキュウ）
「まじめにあそぶとつよくなる！」をコンセプトに、子ども達がゲームクリアをめざし試行錯誤しながら楽しむことを通じて、
創造力や論理的思考力、コミュニケーション能力など様々な力を育むオンラインゲームスクール。 東京大学大学院
情報学環 准教授でゲーム学習論をご専門とする藤本 徹先生、教育界のノーベル賞「グロー バルティーチャー賞
（Global Teacher Prize）」 2019 において Top10 に選ばれた正頭 英和先生の監修の もと、ゲームの
教育効果を引き出すオンラインレッスンを実施しています。
URL： https://level99.jp/
株式会社イオンファンタジー
『世界中に楽しい「あそび×まなび」を届けるエデュテイメント企業』を目指します。
当社が考えるエデュテイメントとは、エンターテイメント（あそび）とエデュケ
ーション（まなび）がひとつになった体験。世界中に楽しい『あそび×まなび』
を届けるエデュテイメント企業を目指し、あそびとまなびの融合で、夢中に楽
しみながら、こころ・あたま・からだが成長する体験を提供してまいります。
あそび!? まなび!? イオンファンタジーのエデュテイメントサイト：
https://www.fantasy.co.jp/edutainment/
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株式会社しくみデザイン
「みんなを笑顔にするしくみをデザインする」という企業理念の下、2005 年
に、現代表の中村俊介が設立。ユーザー参加型コンテンツのパイオニアとし
て、1,500 件以上の実績数を誇る。
米インテル社主催の世界的コンテストでのグランプリ、第 13 回 日本 e-ラー
ニング大賞 部門賞、EdTech Japan Global Pitch 2017 など、国内外
での受賞多数。
2020 年度から文部科学省、総務省及び経済産業省による全国の小学校でプログラミング教育の充実化を図る
取り組み「みらプロ」へ協力企業として参加し、プログラミングアプリ Springin'を通じて子ども達にプログラミングで創
造する楽しさを体験してもらい、日本のモノづくり産業の未来を担う創造的人材を育成することに力をいれている。
URL ：https://www.shikumi.co.jp/

※画像はイメージです。
※イベント内容、イベント実施日は予告無く変更させていただくことがございます。

【報道関係連絡先】 広報・IR 室 山本、飯沼
TEL ： 043-212-6188 公式 HP ：https://www.fantasy.co.jp/
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