
スクーミーボードを活用するための手引書
STAGE. 01



USING 01
どうやって活用するか考える

どんなことにスクーミーボードを使ってできるようにする
かを考えます。

CONNECT

何をつくるかを考えよう1

行動が良くな
るような仕組
みを考えよう

作り直したり、
みんなに使っ
てもらえるよ
うに発表しよ
う

どんなことを
解決するべき
かをもう一度
考える

スタート

意見を出し合っ
て、共感しても
らう。共感する。
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USING 02
何ができるかを考えましょう

どんなことにスクーミーボードを使ってできるようにする
かを考えます。

CONNECT

困っていることを考えるための流れ1

気がついた
困っていること
こうなってほしい
と思っていること

なぜその困っていることは
おこるのか？

起きる原因を考えて、そこを解決
すれば、一気に解決できるかもし

れない

なぜその困っているを
解決したいのか？

もしかしたら、それによってさ
らに起きることの方がもっと

困ったことかもしれない

課
題

どの部分をクリアするかを考える
どこかの意識が変わったり、困っていることが起きていた原因が解決されると、どう
解決されるかイメージしよう。どのタイミングで何をすればいいのか、たくさんアイ
デアを出そう。

困っていること なってほしいと
思っていること

こうなってほしいなぁと思っているものには、困っていることがかくれているのかも。
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困っていることを探すのは、むずかしい時もあります

困っていることを、より細くして、１つ１つ分析をする



QUEST 01
いすが出したままになっている

センサーをどう活用すればいいか考えよう

CONNECT

いすの出しっぱなしをなくすような仕組みを考えよう1

いすをしっかり入れることが、つい
楽しくなるような仕組みができれば
いいかもしれない！

いすが入ったら何かが起こるようにしよう

いすが入ったことをどうやってセンサーで見るか

いすを入れる行動の前後も考えよう

すわっている たつ ちゃんと
入れる

この後
なにかある？

例えば、帰るタイミン
グだったら、部屋が
真っ暗になるよね

すわるために
イスを出す

なってはいけない なる なってはいけない？

なってはいけない

どんな動きがいい考えよう

「注意する」という発想もあるけど、楽しい・う
れしい方が人の行動を変えやすいので意識しよう。

センサーをどうやって使うか考えよう

今回は入れたら、音がな
る仕組みを使おう

なってはいけない
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QUEST 02
ドアがあけっぱなし

センサーをどう活用すればいいか考えよう

CONNECT

ドアのあけっぱなしがなくなるような仕組みを考えよう1

実際に使える仕組みになるには、ど
んなことできればいいかを考えよう

どうすればいいかな？

どんなことを、どうやってセンサーで見るか

ドアがあけっぱなしという状態の前後を考えよう

あけっぱなし

どんな動きがいい考えよう

「注意する」という発想もあるけど、楽しい・う
れしい方が人の行動を変えやすいので意識しよう。

センサーをどうやって使うか考えよう

どれが一番あって
いるか考えよう

ちゃんと
しめる

ドアをあける あいている
状態

部屋に
入りたい
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QUEST 03
電気がつけっぱなし

センサーをどう活用すればいいか考えよう

CONNECT

電気のつけっぱなしがなくなるような仕組みを考えよう1

実際に使える仕組みになるには、ど
んなことできればいいかを考えよう

どうすればいいかな？

どんなことを、どうやってセンサーで見るか

電気がつけっぱなしという状態の前後を考えよう

電気が
ついている

部屋を
出ようとする

電気がつ
けっぱなし

電気が
消えている

どんな動きがいい考えよう

「注意する」という発想もあるけど、楽しい・う
れしい方が人の行動を変えやすいので意識しよう。

センサーをどうやって使うか考えよう

どれが一番あって
いるか考えよう

部屋に
入ろうとする

電気をつける
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QUEST 04
ゴミがあふれている

ここでは、困ったことを分析して、どんなものを作ればい
いか考える流れを確認します。

CONNECT

ゴミがあふれている困ったことを分解しよう1

困ったこと
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それがおこる原因を考えてみよう（どんなときに起こるのか？）

ゴミがあふれている

投げて捨てる人がいて、
入らなくてそのままに
する

まだゴミが入るだろって
いう思いをみんな持って
いるから、入れ続けて結
局あふれるまで入れてし
まう

入れるゴミを細かくしな
いで、大きいまま入れて
しまうので、次入れると
きじゃまになっている

具体的にどんなことが困っているのか

ゴミがゴミ箱の周りに落ち
ていて、きたない

どうなったらいいのか考えよう

ゴミ箱にしっかり捨て
ることを楽しくさせる
ことで、意識してゴミ
を捨てるようになる。

ゴミがどこまで入るのか
がわかるようになればい
い。

大きなダンボールや箱な
どは、つぶして小さくし
て入れるようにする

そのためにあったら便利なもの その１ そのためにあったら便利なもの その２

ゴミがゴミ箱には
いったら音がなるよ
うにして、捨てるの
を楽しくさせる。

ゴミが一定以上た
まったら、光っても
う入らないことを伝
えるようにする。



MISSION 01
困ったことを分析して、解決方法を考える

ここでは、困ったことを分析して、どんなものを作ればい
いか考える流れを確認します。

CONNECT

困ったことを分解しよう1

困ったこと
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それがおこる原因を考えてみよう（どんなときに起こるのか？）

具体的にどんなことが困っているのか

どうなったらいいのか考えよう

そのためにあったら便利なもの その１ そのためにあったら便利なもの その２



MISSION 02
どんなことにいかせるか考えよう

センサーをどう活用すればいいか考えよう

CONNECT

どんな仕組みがあったらいいかを考えよう1

どんな仕組みがあったらいいかを
考えよう

どうすればいいかな？

どんなことを、どうやってセンサーで見るか

そのことがおこるの流れを考えよう。そして、どのタイミングで活用するか考えよう

どんな動きがいい考えよう

センサーをどうやって使うか考えよう
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JAM 01
困っていることはなんだろう？

困っていることをいくつかの要素に分け、その困っていることが
発生している一番の要素はどこなのか？もしくは、本当に実現し
たいことは何かを考えます。

CONNECT

困っていることを見つけて、それについてきちんと考えよう1

だれが困っている？だれのために作る？

なぜ、それを解決したいのか考えよう

その人の紹介
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どんなときに起こるのか なぜ、その不満が起きているのか？

今、困っていることは何か考えよう



JAM 02
どうなったらうれしいだろう

困っていることが分析できたら、理想を考えます。どう
なったら困りごとが起きずに済むのかを考えると同時に、
解決されることで起こる良いことを考えましょう。

CONNECT

1

どうなったらうれしいか・困ったことが解決されるかを考えよう
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困ったことが解決されるとどんないいことがおこるか考えよう

どんなことができるようにたら、このことができるようになるか考えよう

困っていることを解決すると、どんないいことがあるか考えよう



JAM 03
どこでスクーミーを使うか考えよう
解決するために「仕組み」を作ります。困ったことが起きる
前、起きた後に起きる困ったことを未然に防ぐことを、テク
ノロジーを活用して、しっかり「伝えること」を行います。

CONNECT

仕組みを作るために、スクーミーをどう使うか考えよう1

どんなことができるといいか考えよう

どんなことを、どうやってセンサーで見るか どんな動きがいい考えよう
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困っていることを解決するためにどんな風にセンサーを使えばい
いか考えよう

どんな動きだったら、解決できるような
動きになるか考えよう

困っていることを解決するために、どんな仕組みがあればいいか考えよう



JAM 04
どこでスクーミーを使うか考えよう

仕組みを使うイメージをデザインでまとめてみましょう。
また図なども使ってどこで使うのかも３,4,5ページを参考
に作ってみましょう。

CONNECT

困っていることを解決するまでの流れをイメージしよう1

これから作る仕組みを使うイメージをかこう
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使っている様子の図や、設置する場所を書いたり、どんなところで使うものか図を使ってイメージし
よう。

作るものを確認しよう

スクーミーボードを
使った仕組み

使ってもらうためのイ
メージ図と説明 発表資料

など



JAM 05
スクーミーの開発手順を考えよう

いきなり理想のものを作ることは難しいので、開発の目標
を設定して１つづつクリアしていきましょう

CONNECT

開発の目標（完成形を３段階）で設定する1
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レベル３ ： 理想に近い動き

レベル２： もう少し複雑なプログラム（光らせ方を変える・センサーへ細かな設定）

レベル１： まずは、簡単な仕組み（センサーに反応して動く）



JAM 06
役割を決めて、協力しよう
開発は、チームで行うことが多くなります。まずは、プロ
ジェクトのチームメンバーのことをよく知り、役割分担や
担当を決めましょう

CONNECT

チームの人たちのことを知って、役割を決めよう1

チームのことを知ろう
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名前

得意なこと

名前

得意なこと

名前

得意なこと

名前

得意なこと

名前

得意なこと

名前

得意なこと

役割 役割 役割

役割 役割 役割

最初に行う内容を決めよう（phase01）

最初の（ ）分でここまで進めようという内容を書く



仕組みを完成させるために行うこと書き出そう（役割は前のページに書き込もう）

チームの活動をスムーズに進めるための準備しよう

JAM 07
役割を決めて、協力しよう

完成に向けて、どんな内容を行う必要があるかを書き出し
ましょう。出し合ったあとジャンルでわけます。ジャンル
は、小さい枠に色を塗って分けましょう

CONNECT

プロジェクトを進めるための準備をしよう1

チームの活動をスムーズに進めるための準備しよう
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しんちょく

チームで取り組むときの約束を決めよう

今どこまでできたかを知らせよう（phase01の進捗状況）



JAM 08
役割を決めて、協力しよう

ゴールまでの手順を考えます。先ほど考えた内容を参考に
し、当てはめて進行表を作りましょう。開発までの道のり
をイメージできるようにしておきましょう。

CONNECT

1

プロジェクトのスケジュールを作ろう
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やることの流れを確認をしよう（前ページの内容を参考にしよう）

時間

内容

作
戦
会
議

phase00 phase01 phase02 phase03

時間

内容

phase04 phase05 phase06



使ってもらった人から感想をもらって、開発の参考にしよう

JAM 09
ここまで作った仕組みを使ってみよう

作ったものを一度使ってみましょう。また使ってくれた方
に意見を聞いて、開発の参考にしましょう。

CONNECT

プロジェクトを進めるための準備をしよう1

こうした方がいいと思うことや使ってみて新しくしようと思ったことをまとめてこう

17

作ったものはイメージ通りのものでしたか？どのように動いたかをまとめておこう



JAM 10
使ってもらうために、説明をしよう

解決したい課題を見つけ、それを解決できる方法も考えたら、それを発
信することを行います。「たしかに、そうだ」「使ってみたい！」と
思ってもらうことを意識して最後に発信する方法を考えていきます。

CONNECT

どんな仕組みがあったらいいかを考えよう1

相手に伝えるために、今回のプロジェクトをまとめをしよう
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したいと思っている

向けの

することができ、

とは違って、

になっています。

解決したい課題

使う人・使ってほしい人（ターゲット）

アピールポイント

これは、

今までの方法

他のものと仕組み

という仕組みです。

どのように使ってもらうか

というふうに使ってもらい、またこれを使うことで、

となります。

使うとどうなるか


