
宇宙旅行 ブランコ タイムマシンで未来を見ている 買い物 お絵描き

いろんなこと 習い事 運動 自然の中でショッピング 簡単で便利なまちで買い物

大画面で友達とゲーム フォートナイト ゲーム 空飛ぶイヌの操縦 恐竜と探検

空の旅 サッカー 空中散歩 友達とゴルフ 宇宙旅行

＜遊び＞ページ 1

みんなのアイデア　＜遊び＞



サバゲー サッカー 雲の上に乗って景色を眺めている 風船で空を飛ぶこと バドミントン

シャボン玉バラ 電力と運転が必要ない車旅 バレエ、ヤマハ サッカー 絵を描いている（絵の具で）

どこでもドア旅行 紙ねんど 幽霊と遊び プール スタジアムでテニス

ままとあそぶ みんなと遊べる町 野球の試合（12球団） 空中旅行 散歩

＜遊び＞ページ 2

みんなのアイデア　＜遊び＞



バスで旅行 トリガーオン 宇宙旅行 おにごっこ 跳躍力のあるブーツを履いて旅

スケボー 水遊び 猫と空を飛ぶ遊び サッカー ダンス

遊んでいて楽しく勉強 旅行 グランベリーパークでショッピング サッカーゲーム ゲームやスポーツ

秘密基地 全人類三点倒立 宇宙遊泳 旅 友達とディズニーランドにいる

＜遊び＞ページ 3

みんなのアイデア　＜遊び＞



子どもと楽しく出掛けに行っている 本を読む 花火大会 友達と空を飛ぶ遊び ドライブ

おにごっこ バスケ 宇宙旅行 ジャンプや浮かぶあそび UFO発見

体育館の中でスポーツ サッカーを自動でできるシューズ サッカー 蝶のまね ゲーム

空手 町田駅周辺散策 いろいろな国に行って旅 3Ｄでテレビを見ている ポケモントレーナー

＜遊び＞ページ 4

みんなのアイデア　＜遊び＞



１ヶ月で世界一周 自分で作ったリアルスーパーゲーム 動く映画館で映画鑑賞 ヤマハでピアノ サッカー

ポケモンと遊ぶ 宇宙散歩 海で水遊び 料理 買い物

エヴァンゲリオンで冒険 チアダンス 虹の上を歩く 縄跳び 友達と遊ぶ

動物と話 勇者 ゲーム 外国の料理を食べている サッカーの練習

＜遊び＞ページ 5

みんなのアイデア　＜遊び＞



お散歩 空飛ぶ乗り物で遊ぶ 王女様気分 旅 スケートボード

未来や過去に行っている AIなどと遊び、機械の力で町田を見渡す 宇宙で宇宙人とあう ゲームの世界に入って遊び プール

推し活 ロボットと遊んでいる ゲーム ドッジボール サッカー

ポケモントレーナー UFOと仲良し おにごっこ 簡単に買い物 空と地面の行き来

＜遊び＞ページ 6

みんなのアイデア　＜遊び＞



ノコノコでざんきをためる裏ワザ 未来型ドラえもんと遊び 大人でもできる電車のアスレチック いっぱいキャンプ 空をとんで遊んでいる

空手 ネットショッピング 仮面をかぶり、まち歩き アウトレット ポケモンに乗っている

サッカー レストランのお庭で好きな事 大きな公園で友達と縄跳び サッカー（ジェット付きシューズ） 自然の中で絵を描くこと

推しを見ている 空の上に地面をつくる事 遊園地に行って遊び 宇宙を飛んでいる 模型を応援

＜遊び＞ページ 7

みんなのアイデア　＜遊び＞



宇宙旅行 ゲーム 散歩 サッカー サッカー

ショッピング ドラゴンとブランコ 芸能人活動・空を飛ぶ ゲーム ダンス

旅行（観光）〜自然豊かな都会〜 宇宙をVRで旅行 友達やいとことサッカー コンタクトレンズで写真を撮る 大きくなった犬に乗って浮遊

空でスキー 宇宙旅行 犬とお散歩 いろんな壁でボルダリング 犬と遊んでいる

＜遊び＞ページ 8

みんなのアイデア　＜遊び＞



水遊び ドライブ ケーキを作っている 機械（ロボット）とサッカー こどもと遊び

スケートボード 動物とおしゃべりしながら空の散歩 サッカー 通販 空の旅

宝探しゲーム 最強の機械と遊ぶこと お勉強やいろいろな遊び 友達とキャンプ ゲーム

バレエ教室・カフェ 動物と会話 遊んでいる 魔法を使っている 縄跳び

＜遊び＞ページ 9

みんなのアイデア　＜遊び＞



ドラえもんの世界のような事 ゲームの4Dバージョン 動物と遊び 紙ねんど プールで遊んでいる

推し事 未来の想像 バンド いろんなこと なんでもいうことを聞く装置を作る事

友達といろいろな遊び 泳いでいる アリと遊んでいる サッカー お絵描き

＜遊び＞ページ 10

みんなのアイデア　＜遊び＞



旅行 （無題） 水族館の鑑賞 お出かけ ショッピング

空で散歩 野球 ロボを操縦している 旅行 跳び箱

ダンス 水族館でエサをあげる CGでリアルなゲーム まほうを使う

＜遊び＞ページ 11

みんなのアイデア　＜遊び＞



絵を書く仕事 絵書き プロユーチューバーになってゲーム 健康な体で仕事 陸上選手orコーチ

緑の中で仕事 警察官 ゲームで世界一になる練習 ロボット作り サッカー選手

お洋服屋さん 大きな会社で仕事 ゴミ回収ロボの操縦 ゲーム屋さん 新体操の先生

畑仕事 面白い家を建てる仕事 ゲームクリエイター ファッションデザイナー アイドル

＜働き方＞ページ 1

みんなのアイデア　＜働き方＞



ユーチューブ 機械の開発 マンガ家 サッカー選手にて友達とサッカー 事故のない町田の研究

仕事 アイス屋さん 農業 元気でみんな笑顔にできる事 小さい子のために公園を作る

仕事　/　飛んでいる車 お医者さん プロサッカー選手になって活躍 花屋 保育園の先生

サッカー選手 お花屋さん 空飛ぶ車で荷物の配達 プログラミング お店

＜働き方＞ページ 2

みんなのアイデア　＜働き方＞



空飛ぶものの開発 パティシエ 公園を作る 電車のデザイン 仕事

みんなが使える図書館作り ペットショップで仕事 美容師さん マンションを建てる仕事 農家（仮）

ジュース屋さん テレビ出演（マスクはつけない時代で） 学校の先生 テレワーク Jリーグでサッカー

薬剤師 看護師さん 先生 会社の社長 消防士

＜働き方＞ページ 3

みんなのアイデア　＜働き方＞



警察 緑の中でパトロール バトントワリング 動物を育てること 夢を叶えたい（ユーチューバー）

豪華にお金を稼いでいる 仕事 お笑い 空飛ぶ車の製造 小学校の先生

町を守る仕事 パティシエ 歌を歌う活動 ケーキ屋さん 友達とユーチューバー

仕事 保育士の献立を作る人 バスケット選手 パンづくり 未来のお店を建てること

＜働き方＞ページ 4

みんなのアイデア　＜働き方＞



緑の中に小さい公園作り マンガ家と宇宙飛行士と美容師さん 荷物をお届け 過去にデータを送るスマホ作り 映画の撮影

パティシエ 刑事 ユーチューバー 寿司屋 仕事

車の運転 ロボット作り 素敵な環境でテレワーク 文BO-具づくり 絵描き

会社で働いている ロボット作り ケーキ屋さん ガイド 農業をしながらたくさん読書

＜働き方＞ページ 5

みんなのアイデア　＜働き方＞



人間を安全にする仕事 マンガ家 好きな仕事 ダンス（ダンサー） ロボットを作る

薬の研究 パン屋さん 風邪の特効薬の研究 動物の住める所を作る 町田でいろいろな仕事

平和になれる仕事 スケート選手 高齢者を守る仕事 サッカー日本代表の合宿 悪い人がいなくなる世界の実現

お店でトリマー ディズニーのキャスト 絵描き 仕事 ロボット博士

＜働き方＞ページ 6

みんなのアイデア　＜働き方＞



猫カフェを経営 仕事 マラソンの選手 会社で勉強を復習 機械を作って紹介するユーチューバー

すごく難しいけん玉のワザ 絵描き 車の中で友達と二人でイラストの仕事 ロケットづくり 仕事

病気の人を助ける物を作ってる会社 花屋さん 家を作ること 畑の仕事 恐竜の博士

化石を発掘する人 動物殺処分ゼロ、ペットショップをなくす ロボットを作る仕事 絵描きの仕事 ケーキ屋さん

＜働き方＞ページ 7

みんなのアイデア　＜働き方＞



看護師さん サッカーの選手 新幹線の運転 ケーキ屋さんの仕事 捜査一課のSP

アルバイト デザイナー ブレスレットを作る 何でも店 ゲームでお金稼ぎ

動くイスで仕事 病院で薬を作って病気の人に薬を渡す 町田ズ声優 仕事 アイドル

将来の夢 美容師 宇宙飛行士 ファッションデザイナー 芸能人で働く

＜働き方＞ページ 8

みんなのアイデア　＜働き方＞



宝石探し ゲームを作っている バスケの選手 車の仕事 大きいビルで仕事

駄菓子屋 化学について生徒に教えること パティシエ 人を笑顔にする仕事 省エネなものをつくる仕事

ゲーム制作 ケーキ屋さん サッカー選手 おもちゃ屋さん その動物だけのフードをつくるメーカーでお世話

プロ野球選手になって活躍 仕事 プールのコーチ ロボットづくり 空を飛びながら歌う仕事

＜働き方＞ページ 9

みんなのアイデア　＜働き方＞



新しい消防車を作って 花屋さん 駅前のカフェで仕事 デザイナーとモデル 看護師さん

テレワークで仕事 町の安全を守る仕事 カフェで曲作り 歌手 会社で働く

仕事 カップケーキ屋 今の友達と楽しく仕事 人を助ける看護師 獣医

薬剤師さん 無限のバリアを作る仕事 みんなが楽しめるゲーム作り 保育士 便利な機械製作

＜働き方＞ページ 10

みんなのアイデア　＜働き方＞



科学者の仕事 ケーキ屋さん 子どもと触れ合う仕事 アイドル活動 運転（ドローン）

画家・デザイナー マジシャン・ユーチューバー 畑仕事 プロサッカー選手 バレリーナ

保育園の先生 ユーチューバー（絵） 保育士の献立をたてる人 犬の散髪屋さんのお仕事 ダンスの先生

町を発展 家で機械重視の仕事 美容院の店員さん 会社で働いている 手伝いをしてくれるロボットの開発

＜働き方＞ページ 11

みんなのアイデア　＜働き方＞



仕事（パティシエ） サッカー お店 仕事 仕事

町が緑豊かになるために公園作り 国の人々に安心・安全の取組 お手伝い ペットショップの店員 なんでも万能になれる薬の開発

トリマー 保育園の先生 将来の夢の仕事 ロボットのプログラミング バイト

ドローンを使って農家 ロケット作り ケーキ屋 ラーメン屋さん

＜働き方＞ページ 12

みんなのアイデア　＜働き方＞
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