
いばらきデジタルコンテンツ・ソフトウェア大賞受賞作品一覧
年度 賞　　　名 作　　品　　名 受賞者名

2018 優秀賞・Yahoo! Japan賞 My Formula

アプリ・ソフトウェア部門＜アプリ作品＞

2018 優秀賞 observer
トライデントコンピュータ専門学校

アプリ・ソフトウェア部門＜アプリ作品＞
チーム　非常口

2018 優秀賞 江戸時代の那珂湊探訪３Dウォークスルーソフト
茨城県立産業技術短期大学校

アプリ・ソフトウェア部門＜ソフトウェア作品＞ 「湊御殿と周辺の町なみ再現」
情報システム科

2018 優秀賞 東海道池鯉鮒物語

アプリ・ソフトウェア部門＜ソフトウェア作品＞ ～広重を助けようってんだー～

2018 優秀賞 鏡の奥の精霊

デジタルアート部門＜デジタル動画作品＞ -The Spirit in Mirror-

2018 優秀賞 トレースレーサー

デジタルアート部門＜デジタル動画作品＞

2018 優秀賞 松平光（まつだいらひかり）

デジタルアート部門＜キャラクター作品＞

2018 優秀賞 ポアロちゃん

デジタルアート部門＜キャラクター作品＞

2018 奨励賞 梅王子

デジタルアート部門＜キャラクター作品＞

2018 最優秀賞 漸進するまゆげった

デジタルミュージック部門＜ゆるキャラ登場曲作品＞

2018 優秀賞 元気たき丸

デジタルミュージック部門＜ゆるキャラ登場曲作品＞

2018 優秀賞 Go!ごかりん

デジタルミュージック部門＜ゆるキャラ登場曲作品＞

2018 優秀賞 Start

デジタルミュージック部門＜チャイム作品＞

2017 優秀賞 くるながくん

アプリ・ソフトウェア部門＜アプリ作品＞

2017 奨励賞 トンネル通り抜けゲーム

アプリ・ソフトウェア部門＜ソフトウェア作品＞

2017 奨励賞 BCDice-APIを利用したTRPG支援LINEBot

アプリ・ソフトウェア部門＜ソフトウェア作品＞

2017 努力賞 ○×ゲーム

アプリ・ソフトウェア部門＜ソフトウェア作品＞

2017 優秀賞 続きは「いばらき」で！！

デジタルアート部門＜サイネージ作品＞

2017 優秀賞 茨乃ミコ

デジタルアート部門＜キャラクター作品＞

2017 優秀賞 茨城の妖精

デジタルアート部門＜キャラクター作品＞

2017 奨励賞 作品27点

デジタルアート部門

メロンカレー部

古斗壱

平山　莉乃

茨城県立笠間高等学校

西村　学

まつい　えつこ

須藤　信

橋本　浩規

佐藤　一郎

永瀬　達也

宮島　健

知立中学校　情報科学部

Tonali

スタヂオけろり

湯吉

ネギーズ

鈴木　智也

伊豫　冬馬

宮﨑　博



いばらきデジタルコンテンツ・ソフトウェア大賞受賞作品一覧
年度 賞　　　名 作　　品　　名 受賞者名

2017 最優秀賞・ジュニア賞 春の訪れ・筑波山の朝焼け

デジタルミュージック部門＜駅メロディー作品＞ ＳＬが走る街・川のせせらぎ

2017 優秀賞 パレード

デジタルミュージック部門＜ゆるキャラテーマ作品＞

2017 優秀賞 じょうづるさんテーマ

デジタルミュージック部門＜ゆるキャラテーマ作品＞

2017 優秀賞 紅梅の香り

デジタルミュージック部門＜駅メロディー作品＞

2017 優秀賞 華の世

デジタルミュージック部門＜駅メロディー作品＞

2017 優秀賞 のんびり列車の旅

デジタルミュージック部門＜駅メロディー作品＞

2016 最優秀賞 トレジャーハンター

アプリ部門・＜アプリ作品＞

2016 優秀賞 のばらちゃん宇宙へ行く

アプリ部門・＜アプリ作品＞

2016 優秀賞 茨フリック

アプリ部門・＜アプリ作品＞

2016  審査委員特別賞 VR虎塚古墳

アプリ部門・＜アプリ作品＞

2016 最優秀賞

アプリ部門・＜ソフトウェア作品＞

2016 優秀賞 norinori

アプリ部門・＜ソフトウェア作品＞

2016 優秀賞 ３Dアニマンガ作成ツール「Vixar Cartoon」

アプリ部門・＜ソフトウェア作品＞

2016 優秀賞 口まね認識アプリ

アプリ部門・＜アイデア作品＞ 「あれ、声が遅れて聞こえてくるよ」

2016 奨励賞 バチルス・ナットー

アプリ部門・＜アイデア作品＞

2016 敢闘賞 いばすご ～いばらきすごろく～

アプリ部門・＜アイデア作品＞

2016 優秀賞 Bom dia! ボン・ヂーア

デジタルアート部門・＜ショートアニメ＞

2016 奨励賞 Midnight o'clock

デジタルアート部門・＜ショートアニメ＞

2016 奨励賞 Link to Flora

デジタルアート部門・＜ショートアニメ＞

2016 敢闘賞 CHANGE 変身

デジタルアート部門・＜ショートアニメ＞

2016 敢闘賞 はつこい

デジタルアート部門・＜ショートアニメ＞

2016 敢闘賞 カエルアニメ

デジタルアート部門・＜ショートアニメ＞

2016 審査委員特別賞 かけおわん

デジタルアート部門・＜ショートアニメ＞

比留間　未桜

伊奈　透光

吉川　怜美

鮭川村立鮭川中学校
1年ｃ組2年ｃ組

石原　秀実

なっとう村

水戸電子アプリ制作班

野沢　知子

安平　昌郁

高橋　里沙

ブルーワーカーズ

SHiFT-UP

廣瀬　真輝
影を飾るインテリア照明「tellas」のための

専用フィルムメーカー

Norinori

大西　武

佐川　文香

グループＥ

inn

柳田　淳記

Code for Ibaraki

第４講座

蒼井　健次

高橋　秀紀



いばらきデジタルコンテンツ・ソフトウェア大賞受賞作品一覧
年度 賞　　　名 作　　品　　名 受賞者名

2016 最優秀賞 栗乃（くりの）ちゃん

デジタルアート部門・＜キャラクターデザイン作品＞

2016 奨励賞 凪（なぎ）

デジタルアート部門・＜キャラクターデザイン作品＞

2016 奨励賞 夢の先へ

デジタルアート部門・＜静止画＞

2016 奨励賞 桃源郷奇譚（とうげんきょうきたん）

デジタルアート部門・＜静止画＞

2015 最優秀賞 のばせ！ねば～る君

アプリ部門・＜アプリ作品＞

2015 優秀賞 ひらめきいばタッチ!!

アプリ部門・＜アプリ作品＞

2015 優秀賞 いばキャラ図鑑

アプリ部門・＜アプリ作品＞

2015 最優秀賞  思い出あります in笠間（仮）

アプリ部門・＜アイデア作品＞

2015 優秀賞  料亭【袋田の滝】経営シミュレーション

アプリ部門・＜アイデア作品＞

2015 優秀賞  いばらき寄り道ナビゲーション

アプリ部門・＜アイデア作品＞

2015 最優秀賞 堀川出水入る

アニメ部門・＜ショートアニメ・自由テーマ作品＞

2015 奨励賞 EMIGRE

アニメ部門・＜ショートアニメ・自由テーマ作品＞

2015 敢闘賞  紙のうえのアーティーとビット

アニメ部門・＜ショートアニメ・自由テーマ作品＞

2015 敢闘賞 グルメ番長 

アニメ部門・＜ショートアニメ・自由テーマ作品＞

2015  審査委員特別賞 シリーズおともだち

アニメ部門・＜ショートアニメ・自由テーマ作品＞

2015 奨励賞  はじめてのおりょうりすてきななっとう

アニメ部門・＜ショートアニメ・茨城テーマ作品＞

2015 敢闘賞 納豆ノスタルジア 

アニメ部門・＜ショートアニメ・茨城テーマ作品＞

2015 最優秀賞 のばら

アニメ部門・＜キャラクターデザイン作品＞

2015 優秀賞 ミトナ

アニメ部門・＜キャラクターデザイン作品＞

2014 最優秀賞  イベントコミュニティ SNS「bubble」

アプリ部門・アプリ作品

2014 優秀賞 茨城県巨木地図

アプリ部門・アプリ作品

2014 優秀賞 みみより（耳よりみち）

アプリ部門・アプリ作品

2014 最優秀賞 人外カノジョ

アプリ部門・アイデア作品

川瀬　真緒

皆川　佳穂

つくがく＋

如月

bubble

伊野　真文

チームＤＳ

常磐大学ゲーミフィケーション研究会

ねば～る君を伸ばす
市民の会

SHiFT-UP

茨城県立竜ヶ崎第二
高等学校商業部

笠間思い出
製作委員会

大河　要祐

石原　秀実

谷　耀介

中島　渉

中野　早苗

東　美佐紀

チャンポン

永谷　優治・石松

竹高電脳創作団

坂田　亮

杏



いばらきデジタルコンテンツ・ソフトウェア大賞受賞作品一覧
年度 賞　　　名 作　　品　　名 受賞者名

2014 奨励賞 びすたっち

アプリ部門・アイデア作品

2014 優秀賞 アオハルは突然に．．．

アニメ部門・＜ショートアニメ・自由テーマ作品＞

2014 奨励賞 パーフェクトラウンド

アニメ部門・＜ショートアニメ・自由テーマ作品＞

2014 奨励賞 ＳＰＡＣＥ

アニメ部門・＜ショートアニメ・自由テーマ作品＞

2014 奨励賞 ナツアン

アニメ部門・＜ショートアニメ・茨城テーマ作品＞

2014 奨励賞 The sightseeing in Ibaraki

アニメ部門・＜ショートアニメ・茨城テーマ作品＞

2014 最優秀賞 小梅・雲雀

アニメ部門・＜キャラクター作品＞

2014 奨励賞 しゅうた

アニメ部門・＜キャラクター作品＞

2014 奨励賞 アンコウぼうや

アニメ部門・＜キャラクター作品＞

2014 奨励賞 ゲンムー

アニメ部門・＜キャラクター作品＞

2013 茨城県知事賞  ＧＲＯＷ／ＶＯＹＡＧＥ／もうひとつの休み時間

 デジタルアート（動画・静止画）

2013 茨城県高度情報化推進協議会会長賞 菊／舞／ＩＣＥ　ＤＯＬＬ

 デジタルアート（静止画）

2013 茨城県情報サービス産業協会会長賞 3D Cloth Simulator

ソフトウェア

2013 茨城県教育委員会教育長賞 Ｐａｐｅｒ　ａｎｄ　Ｆｒｉｅｎｄｓ

 デジタルアート（動画）

2013 茨城県企画部長賞 ＲｙｕＮａｖｉ

 デジタルアート（動画）

2013 特別賞 まねきねこ

 デジタルアート（動画）

2013 特別賞 ｐｒｉｍｏ

 デジタルアート（動画）

2013 特別賞 Ｓｔｒｅａｍ

 デジタルアート（動画）

2013 生涯学習賞 彩

 デジタルアート（静止画）

2013 いばらきＫｉｄｓ賞  神秘の海～動く！泳ぐ！生物たち～

 デジタルアート（静止画）

2013 いばらきＫｉｄｓ賞 アフリカのかわいい仲間たち

 デジタルアート（静止画）

2013 いばらきＫｉｄｓ賞 祈り

 デジタルアート（動画）

2012 茨城県知事賞 HINODE

 デジタルアート（動画）

村上航・飯山咲

堀　聖司

山口　たもつ

鹿嶋市立鹿島小学校
鮎田　和磨

リリーベール小学校
飛田　英奈

新庄市立日新中学校
斉藤　諒・義髙　亙

伊東　佳佑

山岡　セイコウ

廣瀬　真輝

石川　達哉

戸嶋　栄

「ぬこまみれ」
三浦　光理・太田　杏奈・ 山﨑　悠平

新山　哲河

横田　朋佳

三浦　光理

花　蟲
（野山　映）

鮎田　和磨

ナツアン制作委員会

平井　李音

月森　フユカ
（海老原　栞）

堀川　大空

結束　亮太

中澤　遥



いばらきデジタルコンテンツ・ソフトウェア大賞受賞作品一覧
年度 賞　　　名 作　　品　　名 受賞者名

2012 茨城県高度情報化推進協議会会長賞 かくれん坊

 デジタルアート（動画）

2012 茨城県情報サービス産業協会会長賞 Sphericon Designer

ソフトウェア

2012 茨城県企画部長賞 国旗まん

 デジタルアート（動画）

2012

2012
生涯学習賞

夏の思い出

 デジタルアート（静止画）

2012
いばらきＫｉｄｓ賞

姉妹と虹の公園

 デジタルアート（静止画）

2012
いばらきＫｉｄｓ賞

夏だ！祭りだ！東北魂

 デジタルアート（静止画）

2012
いばらきＫｉｄｓ賞

茨城大学教育学部附属中学校

ホームページ 生徒会のホームページ

2011 茨城県知事賞 いない　いない　ばあば

全部門を通じた最優秀作品

2011 茨城県企画部長賞 牛久シティマラソンＷｅｂサイト

ホームページ部門優秀作品

2011 茨城県高度情報化推進協議会会長賞 夢の中の記憶

デジタルアート部門優秀作品

2011 茨城県情報サービス産業協会会長賞 メッセージ計算学習コンテンツ

ソフトウェア部門優秀作品

2011 茨城県教育長賞 ネットコモンズを活用した学校ウェブサイト

学校または児童・生徒の優秀作品

2011 いばらき特別賞 茨城の風景

いばらきをPRする優秀作品

2011  生涯学習賞（デジタルアート部門） トロピカルフィッシュ

2011  いばらきKids賞（デジタルアート部門） だいだらぼうと千ば湖

2011  いばらきKids賞（デジタルアート部門） 濁流はメロスの叫びをせせら笑うごとく

～私の心の中にあるメロスの世界～

2011  特別賞（デジタルアート部門） 機械蟲（きかいむし）

2011  特別賞（デジタルアート部門） Ａｂｓｔｒａｃｔｓ．

2011  特別賞（デジタルアート部門） ＰＬＡＹ　ＷＩＴＨ

2011  特別賞（デジタルアート部門） 空

2010 茨城県知事賞 不思議な予感

全部門を通じた最優秀作品

2010 茨城県企画部長賞 星降る夜に

ホームページ部門優秀作品

いばらき特別賞
デジタルアート
（Flash使用）

TASTE OF IBARAKI

白石　慶子

廣瀬　真輝

有馬　將太

佐藤　政志

岡野　智志

河野　貴弘

武藤　瑞希

水戸電子専門学校
グループ　「the Ｍ4」

　山崎　勝嗣　・　田那辺　美玖
　岡﨑　有美　・　八重柏　瑞穂

吉沢　卓弥

鮎田　和磨

茨城大学教育学部附属中学校
旭　健汰

リリーベール小学校
飛田　英奈

白石　慶子

つくばビジネスカレッジ専門学校

伊川　英雄

森　孝太郎

潮来市立潮来第一中学校

石井　喜之

山口　たもつ

佐野　いつ花

須崎　瑠美奈

伊川　英雄

黒滝　淳



いばらきデジタルコンテンツ・ソフトウェア大賞受賞作品一覧
年度 賞　　　名 作　　品　　名 受賞者名

2010 茨城県高度情報化推進協議会会長賞 「但馬の国のヒダリマキガヤ」

デジタルアート部門優秀作品

2010 茨城県情報サービス産業協会会長賞 ひらがなルーツ／北米歴史地図2000

ソフトウェア部門優秀作品

2010 茨城県教育長賞 こんにちはようせいさん

学校または児童・生徒の優秀作品

2010 いばらき特別賞 茨城県に第20回全国産業教育フェア

いばらきをPRする優秀作品
茨城大会を見に行こう！

2010  生涯学習賞 つくばの夏（4枚組）

（デジタルアート部門）

2010  いばらきKids賞 シーラカンス

（デジタルアート部門）

2010  いばらきKids賞 フルーツ＆サラダ

（デジタルアート部門）

2010  いばらきKids賞 月に隠れた、だれも知らないちっちゃい星の

（デジタルアート部門）
ちっちゃい向日葵

2010  いばらきKids賞 みんななかよし！

（デジタルアート部門）

2010  いばらきKids賞 100ます計算

（ソフトウェア部門）

2010  特別賞 Echo~世界に一人の女の子と映写機の話~

（デジタルアート部門）

2010  特別賞 コイピカル

（デジタルアート部門）

2010  特別賞 茨城県産業技術短期大学校

（ホームページ部門）
校内マップストリートビュー

2009 茨城県知事賞 KokoOto（ココオト）

全部門を通じた最優秀作品

2009 茨城県企画部長賞 表面処理に関する「技能・技術・ノウハウ」

ホームページ部門優秀作品 データベース

2009 茨城県高度情報化推進協議会会長賞 Lizard Planet

(デジタルアート部門優秀作品)

2009 茨城県情報サービス産業協会会長賞 Love Mouse

デジタルアート部門優秀作品

2009 茨城県教育長賞 学校または児童・生徒の優秀作品

2009 いばらき特別賞 つくば市小中学生

いばらきをPRする優秀作品 プレゼンテーションコンテスト作品集

2009  特別賞（ホームページ部門） 旅とコレクション

2009  特別賞（ホームページ部門） 楽しさいっぱいあふれてる

　みんなの竹園東小学校

2009  特別賞（デジタルアート部門） 楽しい散歩（３点組作品）

茨城県産業技術短期大学校　櫛引　理

茨城県立水戸工業高等学校　情報技術科　河
合　彩華　石川　美沙紀　野口　翔太　堀　紘

明

大橋　則子

大村　暢

川瀨　真緒

関澤　智一

佐野　いつか

桑山　佳奈

乘田　朋子

独立行政法人産業技術総合研究所表面
処理データベース作成ワーキンググループ

須崎　瑠美奈

高田　杏菜

安　隼輝

スタヂオ　ひまつぶし　須齋　典久

河野　貴弘

上甲　トモヨシ

日髙　晋作

つくば市教育委員会

株式会社ネクステッジテクノロジー

保足　邦男

つくば市立竹園東小学校

伊川　英雄



いばらきデジタルコンテンツ・ソフトウェア大賞受賞作品一覧
年度 賞　　　名 作　　品　　名 受賞者名

2009  特別賞（デジタルアート部門） はらぺこあおむし

2009  特別賞（ソフトウェア部門） ぬり絵　作成ソフト

2008 茨城県知事賞 ＢＵＩＬＤＩＮＧＳ

（全部門を通じた最優秀作品）

2008 茨城県教育長賞 笠間のおいなりさんであそぶきつねたち

（学校または児童・生徒の優秀作品）

2008 茨城県企画部長賞  筑西市立竹島小学校 

（ホームページ部門優秀作品） ～みんなで作る参加型ホームページ～

2008 茨城県高度情報化推進協議会会長賞 印鑑検査工場

（デジタルアート部門優秀作品）

2008 茨城県情報サービス産業協会会長賞 データ・データ

（ソフトウェア部門優秀作品）

2008 いばらき特別賞 ツクナビ

（いばらきをPRする優秀作品）

2008  特別賞（ホームページ部門）  Bus Stop Ibaraki ～いばらき路線バス案内所

2008  特別賞（ホームページ部門） 子どもたちのためのウェブ学習サイト集

2008  特別賞（デジタルアート部門） はじまりはまつ毛の先から

2008  特別賞（デジタルアート部門） WORD(EXCEL)で描くはがき絵（植物画）

2008  特別賞（デジタルアート部門） 常陸太田市立峰山中学校

2007 茨城県知事賞 ケセランパサラン

2007 茨城県企画部長賞 鍛冶工房 studio ZWEI
鍛冶工房　studio　ZWEI

WBS＋
田崎　剛宏

2007 茨城県高度情報化推進協議会会長賞 animal １～５

2007 茨城県情報サービス産業協会会長賞 生きものスコープ

2007 茨城県教育長賞 夜空を見上げる猫

2007 いばらき特別賞 霞ヶ浦の自然

2007  特別賞（ホームページ部門） 筑西市立竹島小学校 みんなの広場

2007  特別賞（ホームページ部門） 産研ホームページ

2007  特別賞（デジタルアート部門） 警告

2007  特別賞（デジタルアート部門） ぼく　おばけ

佐野　いつ花

石井　惣一郎

学生団体　Ｃ４

大貫　雄司

沼田　能昌

乘田　朋子

今西　真理子

常陸太田市立峰山中学校

㈱常陽産業研究所

岡　喜一

大橋　則子

黒田　拓実

鈴木　康夫

筑西市立竹島小学校

上甲　トモヨシ

田口　悠瑚

筑西市立竹島小学校

石上　裕規

大村　暢

高嶋　友也

伊川　英雄

大村　暢



いばらきデジタルコンテンツ・ソフトウェア大賞受賞作品一覧
年度 賞　　　名 作　　品　　名 受賞者名

2007  特別賞（ソフトウェア部門） 聴覚障害者の教育用電子本

2007  特別賞（ソフトウェア部門） 数独 解法プログラム

2006 茨城県知事賞 Ｎｉｎｚｉｎ

（全部門を通じた最優秀作品）

2006 茨城県企画部長賞 みんなで守るかいてき通学路　つくばスマップ

（ホームページ部門優秀作品）

2006 茨城県高度情報化推進協議会会長賞 子猫ゴボとおじさん

（デジタルアート部門優秀作品）

2006 茨城県情報サービス産業協会会長賞 エクセル暗号化ユーティリティ

（ソフトウェア部門優秀作品）

2006 茨城県教育長賞 計算プロ

（学校または児童・生徒の優秀作品）

2006 いばらき特別賞 地域の古道研究

（茨城をＰＲする優秀作品）

2006 特別賞 Mogu & Goma Saien　こだわりの家庭菜園

（ホームページ部門）

2006 特別賞 Hitachiの趣味生活

（ホームページ部門）

2006 特別賞 新説　ウサギとカメ

（デジタルアート部門）

2006 特別賞 アーペントロート

（デジタルアート部門） Over the limit

2006 特別賞 つくばにしずむ夕日

（デジタルアート部門）

2006 特別賞 資格管理システム

（ソフトウェア部門）

2005 茨城県知事賞 ＩＣＡＲＵＳ

（全部門を通じた最優秀作品）

2005 茨城県企画部長賞 Ｐｒｏｊｅｃｔ－Ｄｅｓｉｇｎ

（ホームページ部門優秀作品）

2005 茨城県高度情報化推進協議会会長賞 ＢｏＮＥＳ

（デジタルアート部門優秀作品）

2005 茨城県情報サービス産業協会会長賞 Ｄａｎｃｉｎｇ Ｌｉｇｈｔ

（ソフトウェア部門優秀作品）

2005 茨城県教育長賞 筑西市立竹島小学校ホームページ

（学校または児童・生徒の優秀作品）

2005 いばらき特別賞 大子ジュニアレスリングクラブ

（茨城をＰＲする優秀作品）
公式ホームページ

2005 特別賞 かに星雲への旅

（ホームページ部門）

2005 特別賞 美浦村立大谷小学校ホームページ

（ホームページ部門）

2005 特別賞 学校と家庭，地域を結ぶＡＺＵＭＡホームページ

（ホームページ部門）

国立大学法人つくば技術大学
産業技術学部

聴覚障害者教育用電子ブック研究所

梅沢　貞夫

大貫哲生

山岡　辰男

大信　一樹

大高　弘子

長谷川　千瑛

大野嘉仁

瀬野　志津佳

スまっぷ推進協議会

平野　貴司

渡邉　悟司

君賀小学校

野中涼司

織田英輔

美浦村立大谷小学校

つくば市立吾妻中学校

川井田祐治

島猛

日髙晋作

遠藤功佑

筑西市立竹島小学校

大子ジュニアレスリングクラブ



いばらきデジタルコンテンツ・ソフトウェア大賞受賞作品一覧
年度 賞　　　名 作　　品　　名 受賞者名

2005 特別賞 Ｓｈｏｒｔ Ｃｏｎｔａｃｔ

（デジタルアート部門）

2005 特別賞 夢追い人

（デジタルアート部門）

2005 特別賞 うちの妹

（デジタルアート部門）

2005 特別賞 歴史地図2000

（ソフトウェア部門） 関数アソビ

2004 茨城県知事賞 狐の嫁入り

（全部門を通じた最優秀作品）

2004 茨城県教育長賞 大谷小学校ホームページ

（学校または児童・生徒の優秀作品）

2004 茨城県企画部長賞 旅人彩図

（ホームページ部門優秀作品）

2004 茨城県高度情報化推進協議会会長賞 360°BLEND

（マルチメディア・ＣＧ部門優秀作品） 2.5 CAMOUFLAGE

2004 茨城県情報サービス産業協会会長賞 はいぱーぺいんと

（ソフトウェア部門優秀作品）

2004 いばらき特別賞 茨城つちうらのれんこん　鈴木農園

（茨城をＰＲする優秀作品）

2004 特別賞 ＢＡＳＩＣ ＡＲＴ Ｗｅｂ

（ホームページ部門）

2004 特別賞 つくねっと

（ホームページ部門）

2004 特別賞 再生

（マルチメディア・ＣＧ部門）

2004 特別賞 Hai and Low

（マルチメディア・ＣＧ部門）

2004 特別賞 もよう

（マルチメディア・ＣＧ部門）

2004 特別賞 花鳥山水其一（かちょうさんすいそのいち）

（ソフトウェア部門）

2004 特別賞 うるリラの冒険

（ソフトウェア部門）

2003 茨城県知事賞 花水母　夜水母（はなくらげ　よくらげ）

（全部門を通じた最優秀作品）

2003 茨城県教育長賞 石岡市立府中小学校

（学校または児童・生徒の優秀作品）

2003 茨城県企画部長賞 Emi's Sweet Home

（ホームページ部門優秀作品）

2003 茨城県高度情報化推進協議会会長賞 CLICKED FLOWERS

（マルチメディア・ＣＧ部門優秀作品）

2003 茨城県情報サービス産業協会会長賞 交通安全教育ソフト（ＳＴＡ）

（ソフトウェア部門優秀作品）

2003 特別賞 大園卓画伯の脳ミソ

（ホームページ部門）

大村暢

青木誠

瀬野志津佳

大森沙羅

長谷　智恵子

石岡市立府中小学校

津軽石　絵美

宮地　成太郎

ひたちなか情報電子専門学院

大園　卓

佐々木　大介

美浦村立大谷小学校

蜂須賀保行

藤木　淳

日高秀

鈴木農園

丸山　紗綾香

三浦賢一

平間　さゆり

森下　征冶

沓澤　翔

茨城県立土浦産業技術専門学院

義高亙（よしたかわたる）



いばらきデジタルコンテンツ・ソフトウェア大賞受賞作品一覧
年度 賞　　　名 作　　品　　名 受賞者名

2003 特別賞 茨城王－イバラキング

（ホームページ部門）

2003 特別賞 水戸黄門漫遊記

（マルチメディア・ＣＧ部門）

2003 特別賞 spiral cube

（マルチメディア・ＣＧ部門）

2003 特別賞 あなたには，何に見えますか？

（マルチメディア・ＣＧ部門）

2003 特別賞 レジ介

（ソフトウェア部門）

2003 特別賞 剣道部記録帳

（ソフトウェア部門）

2002 茨城県知事賞 monoscape

（全部門を通じた最優秀作品）

2002 茨城県教育長賞 プロジェクトＩ

（学校または児童・生徒の優秀作品）

2002 茨城県企画部長賞 ツクナビ

（ホームページ部門優秀作品）

2002 茨城県高度情報化推進協議会会長賞 水の森

（マルチメディア・ＣＧ部門優秀作品）

2002 茨城県情報サービス産業協会会長賞 お点ちゃん

（ソフトウェア部門優秀作品）

2002 特別賞 Katsuyoshi Ueno's Self Promotional Web Site

（ホームページ部門）

2002 特別賞 児童の学びに生かす並木小ホームページ

（ホームページ部門）

2002 特別賞 秋の空にみえる世界

（マルチメディア・ＣＧ部門）

2002 特別賞 スイカ

（マルチメディア・ＣＧ部門）

2002 特別賞 イベント・レコーダ・コントローラ

（ソフトウェア部門）

2001 茨城県知事賞 design&illustration「isao」

（全部門を通じた最優秀作品）

2001 茨城県教育長賞 Kepofa

（学校または児童・生徒の優秀作品）

2001 茨城県企画部長賞  鬼飛び

（ホームページ部門優秀作品）

2001 茨城県情報サービス産業協会会長賞 ひまわりで学ぼう！

（ソフトウェア部門優秀作品） 天気のしくみ

2001 特別賞

青木　智也

文化学院芸術工科専門学校

小林　和彦

佐藤　昭雄

常磐情報サービス（株）

松﨑　達也

田澤　功美子

松尾　高弘

プロジェクトＩ
（プロジェクトアイ）

Ｃ４（シーフォー）

新垣　浩子

勝沼　貞幸

石井　國宏

川畠　匡博
山澤　敦子

玉川　雄一

廣木　光代

上野　勝義

つくば市立並木小学校

梅原　安里

鵜沢　友紀

田中　達美



いばらきデジタルコンテンツ・ソフトウェア大賞受賞作品一覧
年度 賞　　　名 作　　品　　名 受賞者名

2001 特別賞

2001 特別賞

2001 特別賞

2001 特別賞

2001 特別賞

2000 グランプリ DIAGRAMS

2000 優秀賞 バーチャル笠間焼CD-ROM

（マルチメディア・ＣＧ部門）

2000 優秀賞 始まりの部屋

（ホームページ部門）

2000 特別賞 居酒屋またたび屋

（マルチメディア・ＣＧ部門）

2000 特別賞 お点ちゃん

（マルチメディア・ＣＧ部門）

2000 特別賞 Katsuyoshi Ueno's Self Promotional Web Site

（ホームページ部門）

2000 特別賞 児童の学びに生かす並木小ホームページ

（ホームページ部門）

2000 わくわく特別賞 秋の空にみえる世界
梅原　安里

1999 グランプリ 子供の頃の思い出の木＆大波

1999 個人の部優秀賞 河童

（マルチメディア・ＣＧ部門）

1999 団体の部優秀賞 Bright　blue　space

（マルチメディア・ＣＧ部門）

1999 学校の部優秀賞 街角の壁画

（マルチメディア・ＣＧ部門）

1999 学校の部特別賞 プールはさい高

（マルチメディア・ＣＧ部門）

1999 学校の部特別賞 茨城県の山”つくば山”

（マルチメディア・ＣＧ部門）

1999 学校の部特別賞 おだんごたべたのだれかなぁ？

（マルチメディア・ＣＧ部門）

1999 個人の部優秀賞 すずめの学校～kazuのホームページ～

（ホームページ部門）

1999 個人の部特別賞 悦子の花物語

（ホームページ部門）

1999 団体の部優秀賞 星のふるさと美和村公式ホームページ

（ホームページ部門）

飯村　雅史

青木　一真

塙　智行

海老原　治夫

安藤　由美子

つくば市立並木小学校

乾　さやか

文化学院芸術工科専門学校

田澤　功美子

金子　詠子

勝沼　貞幸

上野　勝義

杉森　惇一

田中　大士

（株）文化メディアワークス

黒澤　実里

上妻　和弘

塩幡　砂季

平沼　絵梨花

高瀬　一仁

岩間　悦子

美和村



いばらきデジタルコンテンツ・ソフトウェア大賞受賞作品一覧
年度 賞　　　名 作　　品　　名 受賞者名

1999 団体の部特別賞 古河市のホームページ

（ホームページ部門）

1999 学校の部優秀賞 磯原高等学校案内

（ホームページ部門）

1999 学校の部特別賞 環境問題について＆もし知事だったら

（ホームページ部門）

1998 グランプリ 森の音楽会

（マルチメディア・ＣＧ部門）

1998 個人の部優秀賞 写夜-utsushiyo

（マルチメディア・ＣＧ部門）

1998 団体の部優秀賞 Circus

（マルチメディア・ＣＧ部門）

1998 特別賞 うさぎと花火を見ているところ

（マルチメディア・ＣＧ部門）

1998 特別賞 茨城県自然博物館CD-ROM

（マルチメディア・ＣＧ部門）

1998 奨励賞 笠間市立笠間中学校3年生の作品

（マルチメディア・ＣＧ部門）

1998 グランプリ マッピング霞ヶ浦

（ホームページ部門）

1998 個人の部優秀賞 まるごと高木さんち産地直送便

（ホームページ部門）

1998 公共の部優秀賞 常陸太田市ホームページ

（ホームページ部門）

1998 学校の部優秀賞 古河第三高等学校ホームページ

（ホームページ部門）

1998 特別賞 谷中滋養農園の山芋

（ホームページ部門）

1998 特別賞 リハビリかわらばん

（ホームページ部門）

1998 奨励賞 岩間の栗や小田喜商店にようこそ

（ホームページ部門）

1997 グランプリ 虹

1997 個人の部優秀賞 イモくん

1997 団体の部優秀賞 並木小学校（サイエンス・環境・国際）

1997 特別賞 真夏日

1997 特別賞 みずたまり

1997 特別賞 空からのおくりもの

常陸太田市

古河第三高等学校

高木　勝則

加藤　博美

宇津木　立子

（株）アイシーシー

塩幡　砂季

文化学院芸術工科専門学校

笠間市立笠間中学校3年生

菊田　奈月

高橋　弘行

朱　美佳

つくば市立並木小学校

石澤　昌登

前川　道博

谷中　市夫

小貫　睦巳

（株）小田喜商店

新垣　浩子

鹿嶋市立中野東小学校5年1組＆2組

古河市

茨城県立磯原高等学校



いばらきデジタルコンテンツ・ソフトウェア大賞受賞作品一覧
年度 賞　　　名 作　　品　　名 受賞者名

1997 特別賞 ARI! ARI! ARI!

1997 特別賞 メノクラゲほか11点
結城市立結城西小学校

パソコンクラブ

（株）アイシーシー


