
ダウンロードするだけで使うことのできるプログラムリストが利

用できたり、動画教材やどう活用するかを考えることのできる学

習ワークブック、プロジェクトをサポートする機能から学習管理

までを行うことができるスクーミーブランドの教材の活用をサポ

ートする専用アプリです。 

＜利用できる環境＞ 

PCで利用する場合は、Chrome環境で開くことを推奨しています。 

スマートフォンで開く場合は、Android、iphoneのどちらでも対応していますので

利用することができます。 

※どちらもインターネット接続時のみでの利用をお願いします。 

＜使い方＞ 

プログラミングをする際は、プログラミングをしているPCで開くことをオススメし

ています。 

センサーを活用した仕組みをフォルダにアップロードする場合は、スマホからアク

セスして使ってください。動画を送ることができます。 

▼スクーミーギアはこちらからアクセスしてください 

https://schoomygear.support
スクーミーのWebサイトからでもアクセスできます。Webサイトにあるログ

インをおしてアクセスしてください。 

※https://schoomy.com 

スクーミーブランドの教材活用をサポートするアプリ

https://schoomy.com


【アカウントメニュー】 

　ログインするとこのような画面になり、メニューが表示されま

す。このメニューは、クラスの種類・生徒もしくは管理者でメニュ

ー画面が異なります。 

※スクーミーブランド教材の契約プランによってはオリジナルのメ

ニューもつくることができます。
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【ログイン】 

発行されたIDとPASSを入力する画面です。 

半角数字で入力してください。

【お問い合わせ】 

　アカウントメニュー画面の右下にあるアイコン

を押すことで、自由に質問することができるペー

ジに移動することができます。ここから直接ス

クーミーサポートに連絡することもできます。 

　困ったことをユーザー同士で解決していけるよ

うな環境も用意しています。ここはクラスメン

バー以外とも交流できます。 
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【プログラムアップロード】 ▶プログラムリストの説明は４ページから 

　作ったプログラムをアップロードすることができます。ブロックタイ

プのプログラム、コードタイプのプログラムと両方送ることができま

す。送られたプログラムは、プログラムリストでユーザー全員が使うこ

とができます。一度動いた正確なプログラムをアップロードするように

心がけてください。

【スクーミーギアメニュー】 

　ログインして、少し下に移動するとこのような画面になり、メニ

ューが表示されます 

　ユーザーのアカウントによって表示されるメニューが異なりま

す。右下の青い丸ボタンで、お問い合わせ画面に移動し、スクーミ

ーオンラインサポートとチャットをすることができます。

【プログラムリスト】 

　スクーミーギアでは、プログラミングリストを使って、さまざま

なプログラムをダウンロードし使うことができます。コーディング

のプログラムは、開発環境に貼り付けてアップロードすることで使

うことができるので、簡単に利用できる仕組みです。 

　この機能を使うときは、スマートフォンではなくプログラミング

をしているPCで利用することをオススメします。
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【フォルダにファイルを作る】 

　自分の作品を保存できます。アップロードでき

るコンテンツは３種類です。センサーを活用した

もの・アプリケーション・ノートです。ここのフ

ァイルを見ることができるのは、アップロードし

た本人と管理者（指導者）しか見ることができま

せん。管理者（指導者）が個人とやり取りしたい

場合は、ここのファイルを通じて行うことができ

ます。

【フォルダ】 

　自分の作品を保存できるフォルダです。動画をクラスフォルダにアップ

ロードして作品を共有することもできます。アップロードすることで、作

品に対してコメントができるようになります。 

　

【クラス共有フォルダ】 

　自分の作品をクラスフォルダにアップロードす

ることができます。何かチームで活動するとき

に、ここにアップロードすることでクラス全員が

見ることができます。 

　クラスメンバーとプロジェクトを行う場合はこ

こにノートを作成して、共有し、参加するメンバ

ーがコメントし合うことでプロジェクトを作るこ

とができます。



【クエスト】 

　ここでは、スクーミーユーザーとのやりとりをクエストを通じて

行うことができます。困っていることややってみたいことなどを共

有することで、コミュニケーションをとることができます。 

　スクーミー社からも、みなさんに対して、意見を求めることがあ

ったり、問題を提示したりと色々なものを共有します。

【クラスチャット】 

　この画面では、クラス全体でチャットをすることができます。全

体アナウンスやクラス内でのディスカッションの際に活用してくだ

さい。またクラスチャットに送られたメッセージは、エクセルデー

タとしてクラス内の全コメントを管理人様に提供することができま

す。学習管理の際にご活用ください。 

※原則として、毎月１回までとします
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【ミッション】 ▶ミッションの説明は４ページから 

スクーミーギアには、自由に使うことのできるミッション機能を搭

載しています。初期設定のセンサーモードから、スクーミーブロッ

クエディターの使い方、コードタイプのプログラミングの練習まで

をここで行うことができます。



【プログラムリスト】 

　スクーミーギアでは、プログラミングリストを使って、さまざま

なプログラムをダウンロードし使うことができます。コーディング

のプログラムは、開発環境に貼り付けてアップロードすることで使

うことができるので、簡単に利用できる仕組みです。 

　この機能を使うときは、スマートフォンではなくプログラミング

をしているPCで利用することをオススメします。

【動画からプログラムをさがす】 

　スクーミー社が用意したものやユーザーさんがア

ップロードしたもので、動画とプログラムがセット

になっているものを公開しています。

【コネクターからプログラムをさがす】 

　スクーミーボードで使うことのできるコネクター

からどんなプログラムができるのかを簡単にさがす

ことができます。 

　動画が登録されているものは動画も合わせて見る

ことができるので、イメージがつきやすいかと思い

ます。
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【基本セットのプログラムをさがす】 

基本セット（明るさセンサー・距離センサー・

LED・スピーカー）の応用プログラムです。基本セ

ットは全てスクーミーブロックでプログラミングを

することができますが、速さを測るなどの複雑なプ

ログラムはブロックではつくることができません。

複雑なプログラムをダウンロードするだけで簡単に

使うことができます。

【アップロードされたプログラムをさがす】 

スクーミー社が用意したものやユーザーさんがアッ

プロードしたがここに公開されます。コメントでき

る機能があるので、使った際やフィードバックなど

にどんどんコメントをしていってください。

【ブロックタイプのプログラムをさがす】 

スクーミーブロックの環境で作ったプログラムを

ここで公開しています。ファイルをダウンロード

し、スクーミーブロックの環境から開いて使うこ

とができます。

6



【ミッション】 

スクーミーギアには、自由に使うことのできるミッション機能を搭

載しています。初期設定のセンサーモードから、スクーミーブロッ

クエディターの使い方、コードタイプのプログラミングの練習まで

をここで行うことができます。

【スタートデイズ】 

初期設定で入っているセンサーモードの時にセンサ

ーについて勉強できます。イラストのようにつない

で、ミッションの動きを行うことで、センサーの使

い方をマスターすることができます。
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【サプライズデイズ】 

センサーを活用することを学ぶミッションを用意し

ています。家の中の課題を解決する仕組みをセンサ

ーでつくることをミッションの目的にしています。 

動画を投稿することができ、仕組みができたら動画

をアップロードすることでポイントがたまります。

他の人が投稿したものを見ることができます。

ギアで利用できるミッションの紹介（登録者は全て利用することが出来ます）



【メイクデイズ】 

　ミッションをクリアするためにプログラムを作り

ます。ただのプログラミングの練習ではなく、作っ

たものを活用することを意識したミッション内容に

なっています。どんな場面で利用するか自分で想定

してつくることが大切です。

【ギルドデイズ】 

　スクーミーブロックエディターを使ったミッショ

ンです。動画で紹介されている仕組みをマネして作

ってみましょう。 

※ここのミッションはどんどん更新されていきま

す。
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【パズルデイズ】 

　スクーミーブロックエディタでのプログラミング

の練習をすることができます。教材「動かそうブッ

ク」と合わせて使うことでプログラミングのスキル

アップをすることができます。教材にのっていない

使い方も多く紹介しているので、ぜひ活用してくだ

さい。



【クエストデイズ】 

コードタイプのプログラムの最後のミッションで

す。家の中の課題解決にチャレンジしていきましょ

う。サンプルプログラムも用意しているので、ダウ

ンロードしてから自分の使いやすい形にプログラム

を変更していきましょう。マジックデイズでも紹介

されていない特殊プログラムがあります。

【マジックデイズ】 

トリックデイズのプログラムは、スクーミーブロッ

クエディタでもつくることができるのですが、ここ

でダウンロードできるプログラムは、ブロックでは

作れないものも中にはあります。回数のカウント

や、速さの測定などを行うことができます。
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【トリックデイズ】 

ここからは、コードタイプのプログラミング学習に

なります。ブロックタイプとは違ってできることが

たくさん増えます。ここで基本的な使い方をマスタ

ーしましょう。



【デジタル教材】 

　アカウントメニュー画面の下まで進むと、登録

されている教材のデジタル版を見ることができま

す。 教材箇所にメモをすることができます。 

※一部有料コンテンツです 

※デジタル教材の詳細は９ページから
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【アプリ開発】 

アプリ開発（スクーミーアプリキット）を学ぶことのできる動画教

材です。基本的なアプリ開発のテクニックをイチから丁寧に学ぶこ

とができます。２分から４分の動画となっています。

【センサープログラミング】 

センサープログラミングを学ぶことのできる動画教材です。基本

的なプログラミングの仕方をイチから丁寧に学ぶことができま

す。２分から４分の動画となっています。
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【センサーの使い方】 

スクーミーボードが届いて、センサーの使い方を学ぶ場合はここ

から始めます。スクーミーボードでどんなことができるのかなど

の事例やスクーミーブロックエディターの準備のやり方が動画に

て紹介されています

動画教材の紹介



【センサーを使ったものづくり～工作&動画撮影～】 

センサーを使ったものづくりと、その作った仕組みを相手に動画で

伝える方法をこの教材で学ぶことができます。仕組みの設計図や、

動画撮影の時の絵コンテの書き方も体験することができます。 
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【身近な困ったことをどうやって解決するか編】 

困ったことを発見し、分析し、どう解決していくのがいいことな

のかを考える教材です。解決方法として、センサーの活用とアプ

リ開発がありますが、それを決める一番最初に行う大事な教材で

す。

【はじめようブック ～センサーってなに？～】 

初期のスクーミーボードには、センサーをつなげるだけで、動く

モードになっています。ですので、つなげるだけでセンサーを使

うことができるのですが、その前に、センサーって何か？という

知識を得ることをこの教材で行います。

デジタル教材の紹介（教材の登録は、サポートデスクに申請する必要があります）



【家の中の課題解決にチャレンジしようブック】 

ブロックでプログラムをして、それを活用して課題を解決するた

めの教材です。動かそうブックで紹介していない使い方を紹介し

ています。動かそうブックと一緒に活用します。
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【動かそうブック】 

スクーミーボードを初期設定のセンサーモードで動かす内容か

ら、スクーミーブロックエディターでのプログラミング方法を学

ぶことのできる教材です。

【ブロックの応用】 

スクーミーボードのプログラミングのコツが書かれている教材に

なります。「○○○しっぱなし」「範囲の指定」「２つ以上のセ

ンサーを使う」など、動画教材にない仕組みなども紹介していま

す。

1

1
小型コンピューター

ブロックの応用
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【活用しようブック】 

センサーを使った課題解決の流れをていねいに紹介している教材で

す。課題をどうやって発見し、分析し、解決する方法を考えるのか

を学ぶことができる教材です。 



【アプリ開発キットを活用しようブック】 

課題をアプリで解決するために考えることを学ぶ教材です。情報の

活用の仕方を学ぶことができるので、このワークシートに書き込む

ことがスクーミーアプリキットで自由にアプリを作るため第一歩で

す。 

【地図アプリを作って活用しようブック】 

情報を活用することを学ぶためには、地図アプリを作ることが取

り組みやすい内容です。ダウンロードするだけで、すぐアプリを

作ることのできるテンプレートを利用することができます。 
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【アプリを作る準備をしようブック】 

スクーミーアプリキットを使う場合は、情報（データ）をどう活

用するかを考えることからはじめます。まずは、どんなアプリを

作って、どんな情報を活用するかを決めて企画書を作ります。



【レベルアップシステムとポイント制について】 

　ステータスで自分のレベル、ポイントを確認することができま

す。レベルが上がったりポイントが上がることで、色々なことがで

きるようになったり、グッズやコネクターと交換することができま

す。 

　プログラムのアップロードや、作品（企画書付き）の公開、ミッ

ションのクリアなどでポイントを貯めることが出来ます。 
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【お知らせ】 

スクーミーサポートからのお知らせがここに通知されます。お知ら

せは２種類あり、固定表示されるものと、更新されていくものがあ

ります。お知らせとしては、アップデートの連絡が多いので、各自

確認して新しくなった機能を試してみてください。

【作品検索】 

ここでは、スクーミー社が選ぶ特に面白い活用事例を紹介します。

選択することで、動画をみたり、動かしているプログラムをダウン

ロードして使うことができます。



１.スクーミーギアにアクセスする

2.参加したい日程を選ぶ

３.参加するを押してください。自動でアクセスされます

オンラインラボに参加する方法

　オンラインラボのメニューは全てのメニューにあるわけで
はなく、クラスごとに事前登録が必要になります。 
　参加される場合は、メニューの真ん中あたりの『オンライ
ンラボ』へアクセスしてください。

※記載されている時間内であれば、どのタイミングで参加し
ても、退出しても大丈夫です

※ZOOMを活用して行います。 
テレビ会議で利用するパソコンでアクセスしてください。原
則、カメラをONにして参加してください。事情がある場合は
OFFでも構いません（理由などを聞くことは行いませんので
安心してください。）皆さんが気持ちよく取り組めるような
配慮をお願いします。
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