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レッスン
001

ver 1.0.0

触ると怒るヘビ

  難しさ ：★☆☆☆☆   学習時間 ：60分

・赤外線フォトリフレクタとブザーを使

い、「ヘビに触るとブザーが鳴るプログ

ラム」を作る

 制作活動

授業の流れ 活動内容

 知る : 15分
赤外線フォトリフレクタの機能と仕組みについて知る

 作る : 20分
ブロックと電子パーツでヘビの形を作り、電子パーツ

の動きをプログラミングする。

 考える : 15分
プログラムの値や構造を書き換えて、いろいろな個性

のあるヘビを作る。

 振り返る : 10分

・赤外線フォトリフレクタの機能を理解

し、その機能を活かした作品を作るこ

とができるようになる

 学習目標
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① 赤外線フォトリフレクタの機能と仕組みについて知る
赤外線フォトリフレクタは、赤外線を発し、その反射した光を検知することで、物との距離

を測るセンサーです。物との距離はセンサー値という0〜100の数値を使って表現され、物

が近づくほど値は大きくなります。詳しくはベーシックガイド (Block) が参考になります。 

② 赤外線フォトリフレクタが身の回りで利用されていることに気づく
赤外線フォトリフレクタは、身の回りの生活で活用されています。例えば、自動ドアはドア

の上部に設置された赤外線フォトリフレクタが人を検知すると、ドアが自動で開くようにプ

ログラムされています。また、カメラでは撮りたいものに自動的にピントをあわせるために

赤外線フォトリフレクターが利用されています。 

  知る : 15分

展開例

赤外線フォトリフレクターを利用することで、距離に応じてロボット

の動きを変えることができることを伝えます。例えば、あらかじめ赤

外線フォトリフレクターを利用した作品をひとつ作っておき、手が近

づくにつれて動きが変化する様子をみんなで観察するなどの活動が考

えられます。
観察しよう

作る活動への動機づけを高めるため、赤外線フォトリフレクターの良

さについて伝えます。例えば、「ドア」に「赤外線フォトリフレクター」

を取り付けると人を検知して動くようになるなどの例を示した後に、

学習者同士で他にどのように利用されているかについて話し合う活動

が考えられます。
話し合おう
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くみたて

① パーツを準備する 
 
 

② ヘビの形を作る 
 
 

③ バッテリーボックスをセットする 
 
 
 
 

④ 電子パーツをコアに接続する 
 
 

  作る : 20分

　使用するミッション　　|　　触ると怒るヘビ， くみたて1/21〜21/21

アプリを見ながらパーツを準備する

アプリを見ながら頭から順番に組み立てる

バッテリーボックスに乾電池を入れる

バッテリーボックスとコアをペーストレーに

セットする。

ブザーをV2に接続する。

赤外線フォトリフレクタをK2 に接続する
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プログラミング

プログラミングの前に必要な電子パーツ
の接続設定をする

 

① ブザーを鳴らすプログラムを作る 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　使用するミッション　　|　　触ると怒るヘビ， プログラミング1/2

1. メニューから「せつぞくせってい」を選ぶ

2. ブザー をV2 に、赤外線フォトリフレクタ

をK2 に割り当てる

3. せってい を押す

1. うごき から ブザー V2 から ● をならす を

選び、 スタート  の下につなげる

2. ○を押し、60(ド)を選ぶ

3. チェックマークを押す
囲んだプログラムをずっと繰り返すブザーV2から 60 ( ド ) の音を鳴らす
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② 「ずっと」で囲む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ テストモードで動きを確認する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. せいぎょ から ずっと  を選び、

ブザー V2 から ● をならす  を囲む 

プログラムがどのような順番で実行されるかをテストモードの　  

や  などをうまく使って確認させましょう。観察しよう

1. テストモード を押す

2. 自分のコアを選ぶ 

※Bluetooth接続の場合のみ

3. パスコードを入力する 

※未入力の場合のみ

4. コアの電源を入れる

5.  を押す 

テストモードでは、プログラムの実行状

況について、細かく観察することができ

ます。

囲んだプログラムをずっと繰り返す
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④ 「赤外線フォトリフレクタに触ると
ブザーが鳴る」プログラムをつく
る 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 「赤外線フォトリフレクタに触って
いない場合、ブザーを止める」プ
ログラムを追加する 

1. せいぎょ から もし◯なら〜でなければ  を選

び、 ずっと  の中の一番上につなげる

2.  えんざん から ●＞●  を選び、もし●なら

の中に入れる

3. しらべる から

せきがいせんフォトリフレクタK2 を選び、 

>の左側に挿入する

4. ●に30と入力する 

テストモードにすると、画面の右側に赤

外線フォトリフレクターの数値が表示さ

れます。

囲んだプログラムをずっと繰り返す

赤外線フォトリフレクタの
値が 31 以上なら実行

ブザーV2から 60 ( ド )
　　　　　　　の音を鳴らす

1. うごき から ブザー V2 をとめる を選び、

でなければ  の下ににつなげる

2. を押して動きを確かめる 

ブザーが鳴らない、または鳴り続ける場

合は、テストモードで赤外線フォトリフ

レクタに手を近づけながら値を確認し、

＞●  の●に入れる値を調整します。

囲んだプログラムをずっと繰り返す
囲んだプログラムをずっと繰り返す

ブザーV2から 60 ( ド )
　　　　　　　の音を鳴らす

赤外線フォトリフレクタの値が
31 以上ならブザーを鳴らし、
30以下なら止める。ブザーを止める

センサーの値がどのように変化するかを手を近づけたり、遠ざけたり

しながら、どんな値になるか観察させましょう。
観察しよう
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⑥ プログラムをコアに転送する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑦ 作品を保存する 

1. テストモードをやめる を押す

2. てんそう を押す

3. 転送が完了したら、OKを押す 

1. 「おわり」を押す

2. 作品の名前、説明を記入する

3. 写真を撮って登録する 

アカウント管理システムから、作品の公

開範囲を設定することができます。
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  考える : 15分

ブロックやプログラムを作り変えて、いろいろなヘビを作るように指

示しましょう。
作り変えてみよう

① 赤外線フォトリフレクタの機能を活かした作品を作れるようになる。
作成したプログラムの値や構造を書き換えることで、いろいろな個性のある動きのヘビを作

ることができます。ここでは、このような試行錯誤を通じて、距離とセンサー値の関係や条

件分岐を含むプログラムの組み方など、赤外線フォトリフレクタの機能を活用した作品の作

り方について学びます。 

ブザーのプログラムを書き換え

て、怖い鳴き声のヘビにしてみ

よう

赤外線フォトリフレクターの部

分を書き換えて、触ると静かに

なるヘビにしてみよう
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① センサーの機能
センサーを利用することで、様々な状況に応じた動きをする作品を作ることができます。例

えば、今回利用した赤外線フォトリフレクタは赤外線を発し、反射光をうけとることで距離

を計測することができます。他にも様々なセンサーが身の回りで利用されています。KOOV

で利用できるセンサーはベーシックガイド (Block) にまとめられています。 

② プログラミングにおける条件分岐の使い方
もし◯なら ブロックを利用することで、条件に合わせて動きを変えることができるように

なります。また、 もし◯なら〜でなければ ブロックでは、条件を「指定した場合」と「それ

以外の場合」という2つの条件を1つのブロックで指定することができます。どちらを使っ

てもプログラムによる動きに変化はありませんが、 もし◯なら〜でなければ を上手に使うこ

とで、長いプログラムを簡潔にまとめることができます。

どこでセンサーを使うと身の回りの生活が便利になるだろう？
センサーは今でも自動販売機やゲーム機などの場所に利用され、私たちの暮らしを

便利にしています。新しくセンサーをどこで利用していくと良いかを考えてみま

しょう。 

どんな動物を新しく作ることができるかな？
今回はブロックを使ってヘビを作ってみました。ブロックを組み替えることで、他

にも様々な動物を作ることができます。実在する動物、絶滅してしまった動物、空

想上の動物など、いろいろなブロックを使って動物を表現してみましょう。

  振り返る : 10分

　発展課題

Technology

Art


