
科学館イベント報告書
山梨県立科学館との合同イベント

スクーミーを使って、生活を便利にするものをプログラミン
グしながら発明しよう！

ースクーミーの活用編ー



＜⽬的＞
⼩型コンピューター（スクーミー）を使って、「ドアを開けっ放しにして困る︕」や「ゴミをちゃんと捨てないから部屋が汚れて
しまう︕」などの困ったことを解決する仕組みや装置を作ります。
プログラミングをしたり、センサーを使いながら、今までにない楽しくて便利なものを考え、⽇常⽣活を便利にしているテクノロ
ジーについてと、プログラミングの仕組みを学ぶことができる体験会です。
イスがしまわれた時を感知したり、ドアの開けっ放しを感知したりする仕組みを、⾃分の⼒で簡単に作ることができます。

＜時間＞
2019年7⽉31⽇、8⽉1⽇、2⽇
・10:00〜10:40
・11:00〜11:40
・12:00〜12:40
・14:00〜14:40
・15:00〜15:40
・16:00〜16:40

＜場所＞
⼭梨県⽴科学館 2Fメインエントランス

＜内容＞
所⽤時間40分程度で、家族で参加する内容
１）距離センサーの仕組みについて
２）ゴミが⼊ったら⾳がなるゴミ箱を作る
３）誰かに⼤切なものを取られたらアラートがなるケースを作る
４）ゴミがたまったらアラートなるゴミ箱を作る

＜参加者＞
各回6グループ
⼩学⽣１年⽣からとその保護者 ※必ず保護者の⽅と⼀緒にご参加ください。会場の定員数の関係から、保護者の⽅1名、受講者
1名の合計2名様でご参加ください(事情により2名様以上でのご参加になる場合は、必ず事前にご相談ください)。

＜費⽤＞
無料+⼊館料
申し込み⽅法
当⽇、⼊館券をご購⼊後、会場（2F メインエントランス）までお越しください（先着順）。定員を超える参加者がいらっしゃっ
た場合、整理券を配布いたします。

⼭梨県⽴科学館との合同イベント

⾝近な素材を使った⼯作にセ
ンサーを⼊れたものを展⽰物
にしたので、⼯作⾃体に興味
を持った⽅も多かった

世代を問わず⾊々な⽅がブー
スにきてセンサーの仕組みや
プログラミングについて勉強
できるコーナーになりました

あらかじめパソコンにつない
でおいたので、壊れることは
なかった

センサーを間近で⾒たり触っ
たり扱うことが少ないので、
いい経験ができたと保護者か
らも意⾒をもらえました

⾝近なものにセンサーを取り
付け、今までにない新しいも
のを考えて作ることができま
した。

親⼦で体験することができ、
お⽗さんが⼦供に教える場⾯
も⾒られました。



ゴミがたまったら⾳がなって
知らせてくれるゴミ箱を作ろ
う
センサーの位置を変えて、反
応する範囲を⾃分で設定

展⽰コーナー（学習コーナー）
ダンボールなどの⾝近な素材で作ったものにセンサーを搭載した
ものを展⽰し、触れてもらうようにしました。ポスターにはその
仕組みを掲載し、学習プリントを⾃由に持っていけるようにしま
した。ガチャガチャでカプセルが出てきたら光るや、おいてある
ものを取られたら⾳がなる物に関しては、⼦どもたちもびっくり
した様⼦でセンサーのことを知るいい学びになりました。

体験コーナー
距離センサーとスピーカーをあらかじめケースやPCに設置してお
き、画⾯上には、プログラムの画⾯とセンサーによる距離の測定
をしている画⾯を表⽰させておきました。

⾃分の⼤切なものがケースから出
されようとしたらアラートが鳴る
装置を作る
危険な⾳を⾃分で作り、センサー
の動きが今までと逆になっている
ので不等式の範囲を変える

ポスターコーナー
プログラミング教育に関しての
ポスターを掲載し、保護者も関
⼼を持てる物にしました。

ゴミが⼊ったら⾳がなるゴミ箱
を作る
センサーの範囲をゴミ箱のどこ
に⼊っても⾳がなるように設定

科学館でのイベント会場の様⼦
・展⽰コーナー（学習コーナー）
・ポスターコーナー
・体験コーナー
を設置し、⼊館者が気軽に学べるブー
スにしました。２⼈のスタッフを配置
し、展⽰コーナーと体験コーナーにそ
れぞれ⼀⼈づつの配置です。

センサーの仕組みを学ぶ
ケースに⼿を⼊れ、センサーが
反応していることを体感する。
設定している⻑さに対して反応
していることをプログラムをみ
て学びました。

⾊々な⼈が⾜を⽌め、展⽰物でセンサーを体感し、仕組みの説明
をきき、感⼼していました。科学館内でセンサーを使われている
ものを探してみようということを伝え、⼦どもたちが、⾝の回り
にあるセンサーに興味をもち探していました。⾃動ドアやトイレ
の明かり、⾃動で⽔が出る仕組みや、⼈が使おうと思った時に動
くエスカレーターなど、⾊々なものを探し出し、センサーは⽣活
を便利にしていることを勉強できるコーナーになりました。

各ブースの内容
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全体を通しての満⾜度
⼤変満⾜ 満⾜ どちらでもない 不満

アンケート

・普段あまり触らないパソコンを使って気軽に体験できてよかった
・センサーの仕組みを感覚的に理解できてよかった
・⾊々なアイデアを将来的に考えることのできる⼀歩になった
・⼦供だけでなく親も勉強になった
・⼦供が⾃分で考えながら楽しんでやっていたから
・わかりやすく⾝近な例で教えてくれてよかった
・普段体験できないことができてよかった
・⼦供たちが興味を持つきっかけになりました
・⼦供と楽しく学べるところがよかった
・普段何気なく使っているセンサーについてしれて⼦供も喜んでいたから
・講座中に⼦供に問いかけて考える時間や問く時間があってよかったです
・家庭ではなかなか経験できないことなので貴重な機会だった
・⼦供たちが夢中になって取り組んでいたため

参加者したお⼦様の保護者からのメッセージ

今後いかしたいこと

展⽰物がみじかな素材でできたものだったので、⼯作の⽅に興味を持った⼈が
いた。次は⼯作イベントと合わせた形で⾏いたい。講座では、⼯作とプログラ
ミングをし、講座終了後は、基板やセンサーを持って帰らず、作った⼯作のみ
を持って帰る⼯作教室でもいいのかなと思った



展示ポスターの紹介

展⽰コーナーでは、実際に触れてみてセンサーの
仕組みを勉強できるものにしました。
・ものをとったらアラートが鳴る台
・ガチャガチャを回すと光るガチャポン
・回すと光るおもちゃ
・ドアを開けると⾳が鳴る家の模型
・ボールを⼊れると光るもの



どうして開いたら音がなるの？

と
び

ら

とびら

とびらが開くことで、距離を測るセンサーの範囲が大きくなる

ある長さより大きくなると、音がなるようにプログラムをしてある

⼩さい ⼤きい

スクーミーポイント

距離センサー 距離センサー

スクーミー
＼ もっとやってみたい方はこちらから ／

作品の中の様子を見てみよう



カプセルが落ちるまえと、落ちたあとのセンサーエリアをくらべる

どうして
カプセルが落ちてきた時に光るの？

ある長さより短くなると、光るようにプログラムをしてある

作品の中の様子を見てみよう

スクーミーポイント

距離センサー 距離センサー

上からカプセルが
落ちてくるながい 短い

カプセルが出るところ カプセルが出るところ

スクーミー
＼ もっとやってみたい方はこちらから ／



どうしてまわすと光るの？

明るい くらい

光センサーに向かって落ちてくる板がセンサーにかぶさって暗くなる

ある光の量より小さくなると、光るようにプログラムをしてある

スクーミーポイント

光センサー 光センサー

まわすと、 が、おりてきて上下に動く

作品の中の様子を見てみよう

スクーミー
＼ もっとやってみたい方はこちらから ／



どうして
ものが取られたときに音がなるの？

ものの下に光センサーがあるので、とる前は暗い。とると明るくなる。

ある光の量より大きくなると、音がなるようにプログラムをしてある

くらい 明るい
光センサー

光センサー

スクーミー
＼ もっとやってみたい方はこちらから ／

スクーミーポイント

もの

もの

作品を正面から見てみよう

台 台



体験会で使用できる教材

センサーの仕組み編



センサーについて学ぼう

距離センサー 距離センサー

18〜20 6

12

3

手やカードを入れることで、距離を測るセンサーの範囲が変わる

センサーの範囲によって、音がなるプログラムがされている

スクーミーポイント

手やものを入れてセンサーの範囲を変えてみよう

センサーまでの距離が画⾯に表⽰されています。



センサーが動く仕組みのプログラムを見てみよう



数字の右側に をだす

数字を消す

数字を⼊⼒する

数字を入力する方法

動きが変わったかみてみよう

で を動かす



数字の右側に をだす 数字を消す

数字を⼊⼒する

不等式の範囲をかえる方法

動きが変わったかみてみよう

ながくおす ながくおしながら、 をおす>
る

ながくおす ながくおしながら、 をおすね
＜

【Distance > 数字】 ︓数字よりセンサーの範囲が⼤きくなったら反応する

【Distance ＜ 数字】 ︓数字よりセンサーの範囲が⼩さくなったら反応する

１ 2

１ 2



こんな感じになったら、プログラムがスクーミー
に⼊りました。動きが変わったかみてみよう

プログラムをスクーミーに書き込む方法

クリックする

オレンジになったら、エラーですので、もう⼀度
書き込みをしてください。
（先⽣がいる場合は先⽣に伝えてください。）

このマークをクリックしよう



センサーが使われているものをさがそう

⾃動ドア

壁にぶつからないためのセンサー

センサーは生活の中で多くのところに使
われていて、生活を便利にしている

身近なもの編



＼暗くて⾒えないはずの夜を物にぶつからず進むことができるの︖／

コウモリは、⼈と同じ哺乳類なので、⼝や⿐から⾳を出して⽿から⼊
る⾳を聞く仕組みは⼀緒です。しかし⼈間と違って、精度がすごくい
いです。

⾳を出して、はね返って来た⾳を聞き、超⾳波といって、１秒間に３
万回から３０万回も空気を揺らす、すごく⾼い⾳を出しています。こ
れは、⼈間には聞こえません。⼈間がふだん話す声はずっと低くて、
１秒で１００〜５００回くらいの揺れになります。ちなみに、今回
使っている距離センサーは、１秒間に４万回です。⼈間が聞こえるの
は、２万回までです。

コウモリは、⾃分の声が、壁などに当たってはね返って戻るまでの時
間や、その⾳の強さを測ることで距離を調べています
聞こえる⾳が⼀定になるように調整しています。壁に近づく時は、戻
る⾳がだんだんうるさくなるので声を弱め、そばに来たらぶつからな
いように何度も鳴いて、⾳が戻る時間を調べて距離を知っています。
そこに⽻の動きか何かで⾳が乱れたら「⾍がいるぞ」って気づくこと
ができます。

イルカもそうです。⽔中は⾳の伝わり⽅がいいから、遠い距離も測れ
ます。

センサーが使われているものをさがそう
動物編


