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プログラミングって…
プログラミングってなんだろう？

ものごとのうごきをプログラムとよび、そ

のうごきをじゅんじょよくくみたてていく

さぎょうプログラミングとよびます。

だからプログラムはコンピュータだけのこ

とではなく、たとえばうんどうかいやがっ

こうのじゅぎょうなどもじつはプログラム

なのです。

さて、しかしこれからみなさんががんばるのはクムクムのプログラミングです。

クムクムのずのうはコンピュータでできていて、そのずのうのなかはさいしょはか

らっぽなのです。

そのからっぽのずのうに、みなさんがプログラムをうめこんでクムクムをどんどん

すごいロボットにへんしんさせていきましょう。
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クムクムがわかることば…
プログラミングはなにでやるの？

クムクムやコンピューターはきかいなので

じつはにんげんのことばがさっぱりわかり

ません。あんごうのようなすうじでできた

ことばしかクムクムもコンピュータもわか

らないのです。

プログラミングげんごは、BASIC（ベー

シック）やJAVA（じゃば）やPython（ぱ

いそん）などたくさんのしゅるいのげんご

がにんげんによってあみだされました。

そのなかの、スクラッチとPythonとCげん

ごというプログラミングげんごをクムクム

はりかいしてくれます。

さあ、きょうはまずスクラッチでクムクム

をうごかしてみましょう！

だからみなさんは、これからこのあんごうのようなきかいのことばをつかってクム

クムにうごきをおしえてほしいのですが、それはとてもとてもむり～です。

そこでにんげんがあみだしたプログラミングげんごというものをつかいます。

「スクラッチ」はアメリカのマサチューセッツだいがくというゆうめいなだいがくのせんせいが

チームをつくかいはつをしたプログラミングげんごです。

マウスをつかってプログラミングのめいれいブロックをパズルのようにならべていくだけで、ふ

くざつなプログラムもかんたんに作れてしまうすごいものです。しかも、むりょうでせかいじゅ

うでつかえてしまうのです。

HELLO！

スクラッチ

Python

C,C＋＋



4

スタート



クムクムのパーツ

みぎ ひだり

クムクムのパーツのなまえとほうこうをおぼえておこう。
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マイク

かお

きょりセンサー

RGB LED

ひだりうで

スピーカー

ひだりふともも

ひだりあしみぎあし

みぎふともも

ボリューム

みぎうで

かお…ひだり・みぎにかいてん

みぎうで…うえ・したにかいてん

ひだりうで…うえ・したにかいてん

みぎふともも…からだをかいてん

ひだりふともも…からだをかいて

ん

みぎあし…からだをかたむける

ひだりあし…からだをかたむける

きょりセンサー…しょうがいぶつをみ

つける

マイク…おとをひろう

RGB-LED…あか・あお・みどりにひか
る

スピーカー…ぶ～ぶとなったりしゃべ

る

ボリューム…おとのおおきさをかえる
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クムクムのじゅんび
クムクムにじゅうでんでんちをいれてスイッチをONにしよう。

クムクムのでんげんをONにす
るとあかいLEDがひかるよ。

スクラッチをきどうしよう

クロームかエッジをきどうして、したのURLア
ドレスをにゅうりょくし、クムクムせんようの
スクラッチをきどうしよう

https://personal.qumcum.com/scratch-m/basic/

ふたをあける じゅうでんでんち

スイッチ

じゅうでんき

パソコン インターネット

マウス

キーボード

クムクム

スクラッチ

ブラウザ
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クムクムのコマンドをだそう
スクラッチがきどうできたらこんどはクムクムのコマンドをがめんにだそう。

ひだりしたの+をク
リックする

クムクムをクリック
する

がめんのまんなかにクムク
ム3Dがひょうじされるよ

クムクムのコマンド
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ワイヤレスせつぞくをしよう
さあいよいよスクラッチとクムクムをワイヤレスでせつぞくだ！

3DクムクムのRobot
ボタンをクリック

じぶんのくむくむを
えらんでペア

クムクムは「せつぞくできたよ！」としゃ
べって、むねのあおいせつぞくLEDがひか
ります。
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スクラッチでうごかそう
さあいよいよスクラッチでクムクムをうごかすぞ！

がめんのボタンをくりっくするとそれぞれの
うごきをします。

モーターがうごいてまっすぐになり
ます。

モーターがうごいてじゅんびうんど
うをします。

せつぞくをきります。

すきなコマンドをスクリプトエリア
にドラッグアンドドロップする

つくったプログラムをクリックする
とクムクムにコマンドがてんそうさ
れるよ

とめたいときは、もういちどプログ
ラムをクリックしましょう。

つくってうごかす



スクラッチのコマンドとうごき
スクラッチのコマンドブロックのうごきをためしてみよう。

RGB-LEDをひからせたり
けしたりする

ONでひかるOFFできえる
すきないろをえらぶ

スピーカーからブーブならす

ならすながさ（びょう）
おとのたかさ（しゅうはすう）

スピーカーからしゃべる

ことば（ろーまじ40もじまで）

しゃべるはやさ（1～10）

かおのうごかしかた

うごくそくど（0.5～9びょう）

かならずいる

かおのほうこうすきなすうじ
（0…みぎ～180…ひだり）

顔…かお

このブロックがないとうごかない

うでのうごかしかた

うごくそくど（0.5～9びょう）

かならずいる

うでのほうこうすきなすうじ
（0…した～180…うえ）

左腕…ひだりうで 右腕…みぎうで

このブロックがないとうごかない

あしやふともものごかしかた

うごくそくど（0.5～9びょう）

かならずいる

あしのほうこうすきなすうじ
（0…そと～180…うち）

うごかしたいばしょをえらぶ

このブロックがないとうごかない

あしやふとももは、55よりちいさいすうじ
や125よりおおきなすうじはうごきません。

は、このコマンドのあとに

をつかってモーターがうごき

おわるまでまちます。

10



かんたんにあるかせるほうほう

さいしょにまっすぐする
のがコツ

みぎあしができたら、つづけてひだりあしもだし
てみよう

かおやうでをうごかしながら
あるく

かおとあしがいっ
しょにうごく

かおとあしがいっ
しょにうごく

りょううでとあしが
いっしょにうごく

おとをひろってはんのうする
ほうほう

おとのおおきさは0～100ま
でのすうじ

このプログラムは、おとのおおきさが50
よりおおきくなったらあかLEDをピカっ
とひからせておわります。
ぷろぐらむをうごかしたら、クムクムの
マイクのところで、パンとてをたたいて
みましょう。

しょうがいぶつにはんのうする
ほうほう

このプログラムは、めのまえにぶったい
がちかづくとクムクムがばんざいをしま
す。
プログラムをうごかしたら、めのまえに
てをかざしたり、ほんかノートでかくし
てみましょう。（あまりちかすぎるとは
んのうしません）

めのまえ2～30cmにちか
づくときょりおしえてく
れます
30cmよりとおいいと
999です
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ニョキっとバンザイ3回

クムクムがかってにおとをならして、うでやあしをうごかします

さいた さいた

ホームページにはもっとたくさんプログラムがあるよ！
ダウンロードしてうごかしてみよう！

https://qumcum.com/programming/scratch-p/sample01/
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あ い う え お ん

A I U E O NN

か き く け こ きゃ きゅ きぇ きょ

KA KI KU KE KO KYA KYU KYE KYO

さ し す せ そ しゃ しゅ しぇ しょ

SA SI Su SE SO SYA SYU SYE SYO

た ち つ て と ちゃ ちゅ ちぇ ちょ

TA TI TU TE TO TYA TYU TYE TYO

な に ぬ ね の にゃ にゅ にぇ にょ

NA NI NU NE NO NYA NYU NYE NYO

は ひ ふ へ ほ ひゃ ひゅ ひぇ ひょ

HA HI HU HE HO HYA HYU HYE HYO

ま み む め も みゃ みゅ みぇ みょ

MA MI MU ME MO MYA MYU MYE MYO

や ゆ よ

YA YU YO

あいうえおローマじひょう

ドレミしゅうはすうひょう
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おしゃべりもじ

わ うぃ うぇ を

WA WI WE WO

が ぎ ぐ げ ご ぎゃ ぎゅ ぎぇ ぎょ

GA GI GU GE GO GYA GYU GYE GYO

だ ぢ づ で ど ぢゃ ぢゅ ぢぇ ぢょ

DA DI DU DE DO ZYA ZYU ZYE ZYO

ば び ぶ べ ぼ びゃ びゅ びぇ びょ

BA BI DU BE BO BYA BYU BYE BYO

ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ ぴゃ ぴゅ ぴぇ ぴょ

PA PI PU PE PO PYA PYU PYE PYO

こんばんは KONBANWA

さよ～なら SAYO-NARA

ちょっとまってね TYOTTOMATTENE

ぎゃはははは GYAHAHAHA

カレーライス KARE-RAISU

よ～～～いどん YO------I,DON

ありゃりゃりゃ ARYARYARYA

まいったな～ MAITTANA--

えらいこっちゃ ERAIKOTTYA

アクセントきごうでおしゃべり
そうですか SO’UDESUKA

ありがとう ARI;GATO/-

おみやげ OMI’YAGE/

ぼいんのあとにこんなきごうをつけるとアクセントがつくよ
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