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教材への思い

画面をタッチすると、タッチしたところの紹介が出てくるというマップや電光掲示板などを
見たことがありませんか？この仕組みは、情報量が多くても、必要な分だけを、それを求め
ている人に届けることができるものです。今や、大型ショッピングモールの案内板や、駅の
情報、オリンピックでの活用や、ショップの商品検索などなどあらゆるところで、活用され
ている技術で、今後ますます発展していきます。

実際にどのように活用されているかは、動画をご覧ください。

この仕組みは、コンピューターにプログラミングをして作られています。
そして、学校でも、同じような仕組みであれば、簡単に作成することができます。
簡単につくることができるからこそ、つくる上で以下の３つのことを考えることが重要にな
ってきます。

・何を伝えるのか
・誰に伝えるのか
・どんなふうに伝えるのか

例えば、この仕組みを使うことで、以下のようなことが可能になります。

・部屋の中にあるものの紹介
・施設内で、誰もが使いやすくなっているところの紹介
・地域を紹介するマップ
・登下校中や学校内の防犯マップ
・地域の災害マップとして避難所などの表示
・修学旅行の事前調査
・選んだところの星座の名前を表示させる

などなど、多くのところで活用することができます。

しかし、「この仕組みなら、パワーポイントのスライドでいいじゃないか。」「プログラミ
ングでスクラッチを活用する必要もないじゃないか。」という意見を聞きます。この仕組み
を単なる発表ツールとして捉えると、実際にはそうかもしれません。パワーポイントや模造
紙に書くことと変わらないかもしれないですし、そちらの方が今までと同じで簡単です。

ただ、冒頭お話したように、今、世の中にあるデジタルマップや、電子掲示板は、パワーポ
イントや模造紙では作られてはいません。コンピューターにプログラミングをすることで実
現されています。「実際に世の中で使われているものがプログラミングで作られていて、自
分たちも同じ仕組みを使い作ることができる」というところを体感できることが、この仕組
みをスクラッチで、もちろん、そういったものは、今回使用するスクラッチでは作られてい
ませんが、プログラミングで行う意味の一つだと考えています。

「クリックすると、そこの紹介がされる」という機能ですが、色々な授業や学びの場面で活
用できるものと考えています。使い倒してください。

スコラム開発一同

スコラムを使う前に意識しておくこと 教師用
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授業前に先生方が準備しておくこと

スコラムで使う専用のスクラッチファイルをホームページからダウンロードします。
STEP.1

②上のメニューにある「授業で使おう」をクリックする URL :  https://schoomy.com/school/

①スクーミーと検索し、ページに移動する URL : https://schoomy.com

③紫の文字で書かれた、「使うプログラムはこちらから」をクリックして、ファイルを保存する

※ページの下に進んでいくと出てきます。パソコンには以下のような名前で保存されます。

ファイル名：scorum_1.1.sb2

教師用

授業のコツ

このファイルの中に、授業で扱う写真を入れていきます。スマートフォンやデジカメで
撮った写真をそのまま入れると写真データの容量が多くなってしまいうまく動作しなくな
る可能性があります。写真のデータは、小さくしてどこかのフォルダに１つにまとめてお
くことをおすすめします。また、複数のグループで行う場合は、それぞれのスクラッチ
ファイルをつくることも可能です。
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先ほどダウンロードしたスクラッチのファ
イルを開くと、このような画面になります。

画面が変わったのを確認してください。

今は、 これだけですが、追加

するとここに表示されます。

の中の をクリックして

の中の 背景 をクリックしてくだ

このマークをおしてください。

このマークを、おすことによって、今、
操作しているパソコンに入っている写真
や画像を、スクラッチに入れることがで
きます。

スクラッチファイルの中に、背景の画像を入れます。
STEP.2

あらかじめ、使う背景の画像のデータを入れておくことで、手軽に使えるようになります。

ください。

さい。

教師用

①

②

③

④
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フォルダの画面が出てきます。
必要な写真があるところまで進んでくださ
い。

※この画面は、ワードや一太郎でも出てき
ている画面だと思います。

入れる背景の写真が複数ある場合は、この
ように選択することができます。シフト
キーを押しながら、写真データをクリック
します。

選択したら、画面左下にある 開く/OPEN 
を押してください。

写真データがスクラッチの中に入りました。

他の写真データをクリックすると、背景が
変わることを確認してください。

これで背景の素材をスクラッチに入れることができました。
次にクリックしたら表示される写真データを入れていきます。

教師用

⑤

⑥

⑦

⑧
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背景を変更した後の画面から、続けて行う
場合、このような画面になっています。

の中の をクリックして

このマークをおしてください。

このマークを、おすことによって、今、
操作しているパソコンに入っている写真
や画像を、スクラッチに入れることがで
きます。

画面が変わったのを確認してください。

フォルダの画面が出てきます。
必要な写真があるところまで進んでくださ
い。この画面は、ワードや一太郎でも出て
きている画面だと思います。

スクラッチのファイルに、クリックしたら表示される写真の画像を入れます。
STEP.3

あらかじめ、表示させる写真の画像の素材を入れておくことで、子どもたちが手軽に使えるように
なります。

ください。

のアイコンはあらかじめ

入っています。

教師用

①

②

③

④
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複数ある場合は、このように選択すること
ができます。シフトキーを押しながら、写
真データをクリックしていってください。

選んだら、画面左下にある 開く/OPEN を
押してください。

これによって、写真データがスクラッチの
中に入りました。

他の写真データをクリックすると、表示さ
れる写真が変わることを確認してください。

これで表示させる写真の素材をスクラッチに入れることができました。
事前の準備はこれで終了です。最後に動作確認をします。

教師用

⑤

⑥

⑦
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画面が変わったのを確認してください。

すでに、プログラムが組まれています。
トイレの写真をクリックしてください。

の中の スクリプト をクリックし

アイコンが変わるとこの状態になります。
この状態で、さらに黄色のアイコンをク
リックすると、上と同じ動きをします。

入れた素材やプログラムが動くのかを事前に確認しておきましょう。
STEP.4

てください。

緑のアイコンに変わって、
スコラムと吹き出しが出る 黄色のアイコンに変わる

動作確認

教師用
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アイコンをクリックします。クリック
した状態で、マウスを動かして、置き
たい場所に移動させます。

先ほど入れた写真データが使えるか確認します。
STEP.5

① をクリックすると、先
ほど入れた写真のメニューが
出てきます。

②表示させたい写真を選択し
てください。ブロックの中に
タイトルが表示されます。

③[スコラム]と書いてあると
ころをクリックしてください。

④消すことができます。これ
は、数字の部分も同じです。

⑤表示させたい文字を入力し
てください。

⑥表示させている時間を入力
してください。※このとき数
字は半角数字です。

教師用
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はじめの状態です。
黄色のアイコンをクリックしてください。

トイレの写真に変わり、
トイレと７秒間表示される 黄色のアイコンにもどる

このときのプログラム

はじめの状態

クリックをすると、上のように変化します。
（ブロックを右クリックすると、複製と出てきます。）

プログラミングを練習しましょう！
PRACTICE.1

下のブロックを真似してつくっ
てください

動作確認

動作確認

教師用

（※）

（※）は、新しく追加してください。
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画面が変わったのを確認してください。

変えたい背景をクリックしてください。

先ほどスクラッチのファイルに入れた背景の写真を変える方法について
STEP.6

先ほどダウンロードしたスクラッチのファ
イルを開くと、このような画面になります。

の中の をクリックして

の中の 背景 をクリックしてくだ

ください。

さい。

先ほど保存した背景の写真が出てきま
す。

教師用
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動作確認が終了したら、使いやすい状態にして、保存します。
STEP.7

事前にこの状態(バラバラ）にしておき、
保存をしてください。

教師用

左上の[ファイル]をクリックしてください。

[名前をつけて保存]をクリックして、授業
で扱いやすく先生方が使いやすい名前に変
更して、保存してください。

このファイルを共有フォルダなどに入れて、
生徒が使えるPCにも入れておくところま
で事前準備で行いましょう。
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for スクラッチ

授業の時に手元に置いておくと
便利な資料

教員用指導書

ご不明な点はお問い合わせください。
contact@schoomy.com



スクーミーのHPでダウンロードしたスク
ラッチフォルダを、子どもたちに各PCで開
いてもらいます。

※授業を進行しやすいようにあらかじめ、
背景を設定しておくなどは、適宜行ってく
ださい。

授業の進行はこちらを参考にしてください 教師用
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STEP3 名前をつけて保存する

STEP2 開く

おそらく、あらかじめ、児童共有フォルダ
などに入れておくのだと思います。
この段階で、みんなで一斉に開くと、みん
な同じスクラッチファイルになっています。
ですので、誰かが、変更して、保存したり
すると、一斉に変わってしまいます。こう
いったことを避けるために、先に保存する
ことをお勧めします。

また、子どもたちが、スプライトなどを消
してしまった場合、先生が新しく用意する
のが大変であれば、はじめに保存したファ
イルを、再度開かせれば、元の状態に戻す
ことができます。

STEP4 見本をみせる

子どもたちが使っているそれぞれのパソコン
で開いたら、まず、その子・そのグループで
ファイルに名前をつけて保存をしてください。

STEP1 動画を見る（今回の仕組みが社会で使われていることを知る）

２つの動画を子どもたちに見せてください。

こんなものでも自分の力でつくることをしっかり意識させることが大事です。

バラバラにしてあるブロックを正解のように組み合わせて、子どもたちに見せてください。



「クリックしたら、違うものになって、また元の状態にもどる」仕組みを作るので、
を最後に入れておかないと、元の状態に戻らないこと

スコラム仕組みとしてはダメ

3秒表示

スコラム仕組みとしては正解

3秒表示

子どもたち自身に、ブロックをちょっと外させる

教師用

言葉で動きを説明する

青のアイコンに変わる
↓
スコラムと３秒表示される
↓
黄色のアイコンに変わる

スコラム
3秒表示
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子どもたちのスクラッチは、この状態になって
いるので、先生用のパソコンから、見本の動き
を見せながら、どんな仕組みのものつくるか提
示する。

この時、しっかり仕組みを説明することが大事
です。四角の中を参考にしてください。

絵で動きを説明する

STEP5 並びかえる（プログラミングをする）

STEP6 今回作るものの仕組みを学ぶ

を説明してください。（プログラミングの考え方として重要です。）

↑クリックして、ちょっとはなさせる



グループで行うときは、①②③をそれぞれ違う人が操作してもいいと思います。
（パソコンの操作に慣れるためです。）

数字を変更するときは、その数字を、半角数字にしないといけません。
※子どもたちが作ったものがうまく動かなかったら、まずは、そこをチェックして
ください。

変更が終わったらアイコンをクリックして、変更された動作を確認してくだ
さい。
すでに、プログラムは最初に組んであるので、ブロックの順番を変更する必
要はありません。

授業のコツ

教師用
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①写真の変更
をクリックして、

表示させたい写真を変える

②文字の変更
スコラムという文字をク
リックして、表示させたい
文字に変える

③表示される時間
数字をクリックして、写
真と文字を表示させてお
く時間にする

STEP7 画像や文字、表示される時間を変更する



画面が変わったのを確認してください。

変えたい背景を選んでクリックしてくださ
い。

説明したい場所までポイントを持っていっ
てください。

これで地図は完成です。

先ほどダウンロードしたスクラッチのファ
イルを開くと、このような画面になります。

の中の をクリックして

の中の 背景 をクリックしてくだ

ください。

さい。

先ほど保存した背景の写真のメニュー
が出てきます。

教師用
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①

②

③

④

STEP8 背景を変更する



作成の時に、子どもたちに意識してもらいたい３つのポイントは以下の通りです。

・何を伝えたいのか
・誰に伝えたいのか
・どんなふうに伝えるとその人にわかりやすいか

また、今作っている仕組みは、実際に世の中で使われている電子掲示板や、デジタ
ルマップで活用されている仕組みです。そういったものはプログラミングで作られ
ていて、自分たちも同じ仕組みを使い、作ることができるということを意識させて
ください。

今回の機能で使うことができる機能は、全てです。
ただし、上記の３つのポイントを意識すると、動き・見た目・音の３つをよく変更
することになると思います。

事前に子どもたちが書いた３つの要素について考えさせると効率よく進みます。

３つの要素は以下の通りです。

①使いやすい点はどんなところですか︖

②もっとよくした⽅が良いところはどんなところですか︖

③いい場所にするために、わたしたちにできること

教師用
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STEP9 目的に合わせて、各自、変更する。

見た目
というところにあるよ

見た目
というところにあるよ

見た目
というところにあるよ

音
というところにあるよ

音
というところにあるよ

写真を表示させることができる

説明をふきだしで表示させることができる

説明をちがうふきだしで表示させるこ
とができる

音を出すことができる

音を出しておくことができる



スコラム仕組みとしてはダメ

3秒表示

スコラム仕組みとしては正解

3秒表示

↑クリックして、ちょっとはなしてみよう

１ 順番を考えよう
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①写真の変更
をクリックして、

表示させたい写真を変える

②文字の変更
スコラムという文字をク
リックして、表示させたい
文字に変える

③表示される時間
数字をクリックして、写
真と文字を表示させてお
く時間にする

２ 画像・文字・表示される時間を変えよう

子どもたちに配る資料



３ ちがうブロックを使おう

もっと説明をつけることができる もっと写真を表示させることができる

クリックしたら音を出すことができる 説明が変わるところで音を出すことができる

見た目
というところにあるよ

見た目
というところにあるよ

見た目
というところにあるよ

音
というところにあるよ

音
というところにあるよ

写真を表示させることができる

説明をふきだしで表示させることができる

説明をちがうふきだしで表示させるこ
とができる

音を出すことができる

音を出しておくことができる

他にも色々できるので新しいものをどんどん作っていこう！

何を・誰に・どんなふうに伝えたらいいか考えて作ろう
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４ 順番を考えよう


