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ガイドブック
【たまごキャッチゲーム】

ガイドブックをみながら

さくひんをつくってみよう︕



1．たまごキャッチ ゲームをつくろう

プログラミングで たまごキャッチ ゲームをつくってみよう︕
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1．たまごキャッチゲームをつくろう

ひつような キャラの え を かこう

がようしに、ひつような キャラの え を かこう

かいた キャラの え を とりこもう
４つのえを カメラでしゃしんをとって タブレットにとりこもう

はいけいをとりこもう
じぶんのすきな はいけいをえらび、カメラでしゃしんをとって タブレットにとりこもう

プログラミングして、キャラクターをうごかそう
P12〜「プログラムをつくろう」をみながら うごきをつけよう

したにのっている じゅんばんとおりに つくってみよう︕

1

2

3

4
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1 ひつような キャラ の え を かこう

4

がようしに、ひつような ４つのキャラのえ を かこう

じぶんのすきな え を かいてね︕

① たまごをキャッチするひと

② たまごをおとす とり

・・・ひとり

（れい）

・・・いちわ

1．たまごキャッチゲームをつくろう

③ おちてくる たまご ・・・ひとつ

④ やじるし ・・・ふたつ

えのふちは、くろいペンをつかって
ふちどっておこう



2 かいた キャラの え を とりこもう
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①ひだりのメニューの したにある「+」をタッチ

③よぶんなはいけいをけす

へんしゅうできたら
ＯＫボタンをタッチ

② マークをタッチしてカメラをきどうさせ、キャラクターのしゃしんをとる

たまごをキャッチするひとの
とりこみ かんせい︕

たまごをキャッチするひとをとりこむ

1．たまごキャッチゲームをつくろう



2 かいた キャラの え を とりこもう
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①ひだりのメニューの したにある「+」をタッチ

③よぶんなはいけいをけす

へんしゅうできたら
ＯＫボタンをタッチ

② マークをタッチしてカメラをきどうさせ、キャラクターのしゃしんをとる

たまごをおとす とりの
とりこみかんせい︕

たまごをおとすとりをとりこむ

1．たまごキャッチゲームをつくろう



2 かいた キャラの え を とりこもう
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①ひだりのメニューの したにある「+」をタッチ

③よぶんなはいけいをけす

へんしゅうできたら
ＯＫボタンをタッチ

② マークをタッチしてカメラをきどうさせ、キャラクターのしゃしんをとる

おちてくる たまごの
とりこみかんせい︕

おちてくるたまごをとりこむ

1．たまごキャッチゲームをつくろう



2 かいた キャラの え を とりこもう
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①ひだりのメニューの したにある「+」をタッチ

③よぶんなはいけいをけす

へんしゅうできたら
ＯＫボタンをタッチ

② マークをタッチしてカメラをきどうさせ、キャラクターのしゃしんをとる

ひだりやじるしの
とりこみかんせい︕

ひだりやじるしをとりこむ

1．たまごキャッチゲームをつくろう



2 かいた キャラの え を とりこもう
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①ひだりのメニューの したにある「+」をタッチ

③よぶんなはいけいをけす

へんしゅうできたら
ＯＫボタンをタッチ

② マークをタッチしてカメラをきどうさせ、キャラクターのしゃしんをとる

みぎやじるしの
とりこみかんせい︕

みぎやじるしをとりこむ

1．たまごキャッチゲームをつくろう



3 はいけいを とりこもう
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①ひだりのメニューの したにある をタッチ ② マークをタッチしてカメラをきどうさせ、はいけいのしゃしんをとる

とりこみできたら ＯＫボタンをタッチ

いろがようしや、そとのふうけいなど、はいけいにしたいものをえらぼう︕

ふうけいしゃしんにするときは ひとのかおなど はいらないように きをつけようね︕

1．たまごキャッチゲームをつくろう

じかんがあれば、いろがようしに
えをかいてみよう︕



3 までできたら、キャラを みぎがわのがめんに いどうさせよう

ここから いよいよプログラミング。 プログラムをつくろう︕
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1．たまごキャッチゲームをつくろう

みぎにスライドさせる

いどうさせるのは 「たまごをキャッチするひと」「たまごをおとすとり」「やじるし」



たまごをおとす とりの プログラムをつくろう

・スタートしたら、みぎにすすむ

・ランダムにたまごをよびだす

★どんなうごきのプログラム︖

みぎにすすみ、たまごをよびだすうごきをくりかえす
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1．たまごキャッチゲームをつくろう

・がめんからきえたら はんたいがわ からでてくる

「キャラ」をタッチして、 を せんたく

「〜」に をいれる

「3」のぶぶんに、 の「1｣「6｣のすうじをかえて、「3」かいくりかえすにいれる



おちてくる たまごのプログラムをつくろう

★どんなうごきのプログラム︖
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1．たまごキャッチゲームをつくろう

・よびだされたら、したにすすむ

・ひとにぶつかったら、たまごをけす

すうじをかえると たまごのおちてくる はやさが かわるよ

「〜」に をいれる

「キャラ」をタッチして をせんたく

したにすすみ、キャラとぶつかったらきえる をくりかえす



ひだりやじるし のプログラムをつくろう

★どんなうごきのプログラム︖
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1．たまごキャッチゲームをつくろう

・たまごをキャッチするひとにかくれないよう、
てまえにする

・やじるしをタッチしたら、キャッチするひとに
ひだりにうごくおねがいをする

「キャラ」をタッチして

をせんたく

「メッセージ」をタッチ、「あたらしいメッセージ」をせんたくし、「ひだり」をにゅうりょく



みぎやじるし のプログラムをつくろう

★どんなうごきのプログラム︖
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1．たまごキャッチゲームをつくろう

・たまごをキャッチするひとにかくれないよう、
てまえにする

・やじるしをタッチしたら、キャッチするひとに
みぎにうごくおねがいをする

「キャラ」をタッチして

をせんたく

「メッセージ」をタッチ、「あたらしいメッセージ」をせんたくし、「みぎ」をにゅうりょく



たまごをキャッチするひと のプログラムをつくろう

★どんなうごきのプログラム︖
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1．たまごキャッチゲームをつくろう

・やじるしからのおねがいをうけとり、
「みぎ」「ひだり」にうごくようにする

「メッセージ」をタッチして、
「みぎ」をせんたく

すうじをかえると、すすむきょりや、
はやさがかわるよ

「メッセージ」をタッチして、
「ひだり」をせんたく



ゲームかんせい︕︕

これで ゲームがかんせいしたよ︕ 「スタート」ボタンをおして、あそんでみよう︕

キャラのうごくはやさ をかえたり、ともだちといっしょに たいせんしてみよう︕

ひとどおりあそびおえたら、「チャレンジへん」にちょうせんしてみよう︕ 17



したのチャレンジメニューからじぶんが やりたいものをえらんでね

おと を いれてみよう
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キャラクターをついかしてみよう1

かごにはいった たまご をかぞえてみよう3

スタートのカウントをいれてみよう4

ＢＧＭ（おんがく） をいれてみよう5

たまごが じめんにおちたら われるようにしよう2

・・P19

・・P20

・・P22

・・P24

・・P25

チャレンジへん

こうかおん をいれてみよう6 ・・P27



1
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キャラクターをついかしてみよう

たまごと とりを ふやす

①たまごととりのえをかいて、P６、７をさんこうに、えをとりこもう

②とりこんだら、たまごと、とりのプログラムをつくろう

■たまご2のプログラム ■とり２のプログラム

たまご2 とり2

■てじゅん
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2 たまごがじめんにおちたら、われるようにしよう 1/2

たまごがわれる え を ついかする

①たまごがわれたえをかいて、えをとりこもう

②とりこんだら、「おちてくるたまご」と「われたたまご」のプログラム
をついかしよう

■キャラをとりこむ

よぶんなはいけいをけす

「+」をタッチ カメラでとりこんで、よぶんなはいけいをけす

■てじゅん



おちてくるたまごのプログラムに うごきをついか
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2 たまごがじめんにおちたら、われるようにしよう 2/2

われた たまごのプログラムをつくる

ブロックから、

にかえる
「でなければ」のしたに、

「〜」に をいれる

キャラに
をいれる
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3 かごにはいった たまごを かぞえてみよう 1/2

スコアをついかする

①「キャッチしたかず」のへんすうをつくる

②たまごをキャッチするひとのプログラムをついかする

■「キャッチしたかず」のへんすうをつくる

をタッチし、「へんすう」メニューの「へんすうをつくる」を
せんたく

「へんすう」をタッチ

■てじゅん

「キャッチしたかず」にへんこうしてＯＫボタン
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3 かごにはいった たまごを かぞえてみよう 2/2

「へんすう」をタッチして、「キャッチしたかず」をせんたく
「」にするに「０」をにゅうりょく

たまごをキャッチするひとの プログラムをついか

★どんなうごきのプログラム︖

・キャッチしたかずのはこを０にしておく

ついか

・キャッチするたびに、はこに１をたしていく

・キャッチしたかずを しゃべるようにする

「〜」に の「キャラ」に をせんたくしたものをいれる

「へんすう」をタッチして、「キャッチしたかず」をせんたく
「」をたすに「１」をにゅうりょく

「〜」に をいれる
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4 スタートのカウントをいれてみよう

はいけいに カウントをいれる

①はいけいのプログラムをつくる

■「はいけい」のプログラムをつくる

■てじゅん



25

5 BGM（おんがく）をいれてみよう 1/2

はいけいに おとをいれる

①はいけいにおとをろくおんする

②はいけいのプログラムについかする

■「はいけい」におとをろくおんする

■てじゅん

♪〜

♪

のプログラムの「おんせい」をタッチ 「BGM」をタッチ。「ろくおん」をおして、おとをいれる。
おわったら「とめる」をタッチ
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5 BGM（おんがく）をいれてみよう 2/2

「つまみ」をいどうさせて、ながしたいぶぶんだけきりとる はいけいのプログラムをついかする ついか

ながすタイミングで びょうすうをせってい

「おと」をタッチして、
いれたおとをせんたく
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6 こうかおんをいれてみよう 1/2

たまごをキャッチするときのおとをいれる

①たまごをキャッチするひとにおとをいれる

②たまごをキャッチするひとのプログラムについかする

■たまごをキャッチするひとにおとをろくおんする

■てじゅん

のプログラムの「おんせい」をタッチ 「こうかおん」をタッチ。「ろくおん」をおして、おとをいれる。
おわったら「とめる」をタッチ
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6 こうかおんをいれてみよう 2/2

「つまみ」をいどうさせて、ながしたいぶぶんだけきりとる はいけいのプログラムをついかする

ついか

「おと」をタッチして、
いれたおとをせんたく

「〜」に の
「キャラ」に をせんたく
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