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ガイドブックをみながら

さくひんを つくってみよう！

ガイドブック
【クリスマスカードへん】



1．クリスマスカードを つくろう

プログラミングの「くりかえし」をつかって うごく クリスマスカードをつくってみよう！
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1．クリスマスカードを つくろう

クリスマスツリー、かざり、サンタのえ、メッセージをかこう

がようしに クリスマスツリー、ツリーにかざるもの、サンタのえ、メッセージをかこう

クリスマスツリー、かざりのえ、メッセージをとりこもう
かいたえを 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！
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1．クリスマスカードを つくろう

1 クリスマスカードにひつような え と、メッセージを かこう

4

じぶんの すきな え をかいてね。 

クリスマスツリーはどんなデザインにする？ メッセージはなににする？

えのふちは、
くろいペンをつかって
ふちどっておこう

① クリスマスツリー             

② かざり 

③ サンタクロース 

・・・１つ

・・・２つ

れい）

・・・ひとり

がようしに、ひつような ５つのキャラのえ を かこう

④ メッセージカード  ・・・１つ



1．クリスマスカードを 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

クリスマスツリーのとりこみ
 かんせい！

クリスマスツリーを とりこむ



1．クリスマスカードを 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

かざり１のとりこみ かんせい！

かざり１を とりこむ



1．クリスマスカードを 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

かざり２を とりこむ

かざり２のとりこみ
かんせい！



1．クリスマスカードを つくろう

2 かいた キャラの え を とりこもう 

8

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

サンタクロースを とりこむ

サンタクロースのとりこみ
かんせい！



1．クリスマスカードを 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

メッセージカードを とりこむ

メッセージカードのとりこみ
かんせい！



1．クリスマスカードを つくろう
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3 はいけいを とりこもう 

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！

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



1．クリスマスカードを つくろう

3 までできたら、ツリーと かざり、サンタを 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！

みぎにスライドさせる

 すべてのキャラをついかさせてね
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1．クリスマスカードを つくろう

かざり1のプログラムをつくろう

・かざりを ツリーより てまえにもってくる

★どんなうごきのプログラム？

・ゆっくり「キラキラひかる」ようにする

ブロック

ながれブロックの「ずっと
くりかえす」をせんたく

「すうじ」タッチして
びょうすうを かえるこ
ともできるよ
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1．クリスマスカードを つくろう

かざり2のプログラムをつくろう

・かざりを ツリーより てまえにもってくる

★どんなうごきのプログラム？

・「チカチカひかる」ようにする

ブロック

ながれブロックの「ずっと
くりかえす」をせんたく

「すうじ」タッチして
びょうすうを かえるこ
ともできるよ

ながれブロックの「○かい
くりかえす」をせんたく

13



1．クリスマスカードを つくろう

サンタのプログラムをつくろう

・サンタを ツリーより てまえにもってくる

★どんなうごきのプログラム？

・「ゆらゆらゆれる」ようにする

ブロック
「すうじ」タッチして
びょうすうを かえることもできるよ

ながれブロックの「○かい
くりかえす」をせんたく

・メッセージカードをよびだす
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1．クリスマスカードを つくろう

メッセージのプログラムをつくろう

・メッセージをよびだす

★どんなうごきのプログラム？

・サンタの ひだりうえ に メッセージをだす

ブロック

みぎうえに「ふきだし」をだしたい ばあい
は、「→」をせんたく

「すうじ」タッチして
すすむかずを かえて メッセージがでてくる いちを
 ちょうせいしよう

これできほんの うごきは かんせい！ 15



カードかんせい！！

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

16
ひとどおり あそびおわったら、「チャレンジへん」にちょうせんしてみよう！



1．クリスマスカードをつくろう ★チャレンジへん１ 

したのプログラムを さんこうに、うごきを ついかしてみよう

かざりつけを ついかしてみよう  キャラクターをついかしてみよう
れい１）かざりつけを ついかする れい）サンタいがいの  キャラクター（ゆきだるまや トナカイな

ど)

①かみに すきなえ をかく

②かいたえ をタブレットにとりこむ

③P19〜「いろんなうごきかた」をさんこうにすきなうごきを つけ
る

①かみに すきなえ をかく

②かいたえ をタブレットにとりこむ

③P19〜「いろんなうごきかた」をさんこうにすきなうごきを つけ
る
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1．クリスマスカードを つくろう ★チャレンジへん２

おんがくを ながしてみよう♪

①おんがくをとりこむ ②おとをろくおんする

れい）スタートすると、クリスマスソングがながれる♪

のプログラムの「おんせい」をタッチ
「BGM」ボタンをタッチ。「ろくおん」をおして、おんがくをながす。おわったら
「とめる」をタッチ

③おとをへんしゅうする

「つまみ」をいどうさせて、ながしたいぶぶんだけ きりとる

おんがくをくりかえし
ながしたいときは
タッチ

④はいけいのプログラムを つくる

「おと」を
タッチして
ろくおんした
おとを
せんたく
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2．いろんな うごきかた

いろんなうごきかた を さんこうにして すきな うごきを ついかしてみよう

•  キャラを、むいているほうへ、〜のかずだけ、すすめる。
–  がめんは、たてに430、よこに800ある。

•  れい： なめらかにうごく
–  3すすみ、ちょっとまつ、を30かいくりかえす

430	

800	

「すすむ①」
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いろんな うごきかた

「すすむ②」

・むきをかえてキャラをうごかす

よこにすす
む ななめ しか

く まる 

すうじをかえて
はやさをかえる 

20



いろんな うごきかた

「ゆれる」

れい）さゆうに すこしずつ ゆれる

すうじやむきかえてゆれをかえられるよ 
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いろんな うごきかた

「〜びょうででてくる/かくれる」

れい）ほしが ピカピカひかる
－ 1びょうでかくれ、1びょうででてくる、をずっとくりかえす  
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いろんな うごきかた

「〜びょうでおおきくなる/ちいさくなる」

れい）ドキドキ
－ 1びょうでおおきくなり、1びょうでちいさくなる、をずっとくりかえす  
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いろんな うごきかた

「〜を〜びょう しゃべる」

れい）「いたい」とふきだしをだして しゃべる

いたい
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いろんな うごきかた

「てまえにもってくる」

れい）キャラがタッチされたら てまえにもってくる

•  キャラがかさなったとき、じぶんのキャラを、いちばんてまえに、もってくる
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いろんな うごきかた

「キャラのむきをかえる」

れい）キョロキョロ
–  ひだりをむき、1びょうまち、みぎをむき、1びょうまつ、を3かいくりかえす 
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いろんな うごきかた

「むきに〜をたす」

れい）しかく
–  むきに90をたし、5すすみちょっとまつを50かいくりかえし、それを4かいくりかえす

もとのむきが→なら、90たすとむきは↑に、180たすと←に、
270たすと↓になる。ぎゃくとけいまわり。
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いろんな うごきかた

「もし〜なら」

れい）もしあるキャラとだけぶつかったら、きえる
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いろんな うごきかた

「キャラをよびだす/よびだされた」

れい）おれもんがタッチされたら、そらもんをよびだす
–  そらもんは、おれもんとおなじばしょに、よびだされる 

れい）おれもんがタッチされたら、そらもんがでてきて あるきだす
そらもんのプログラム→
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いろんな うごきかた

「ポーズをかえる」

れい）そらもんがタッチされたら、よこむきにかえる
–  そらもんの よこむきのえを とりこんで ポーズをかえる
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いろんな うごきかた

「おとをならす」

れい）そらもんがタッチされると おとをならす
–  おとを ろくろんして どのおとをならすか えらぶ

♪
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いろんな うごきかた

「おうちへかえる」（キャラをけす）

れい）そらもんがタッチされたら、おうちへかえる
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いろんな うごきかた

「キャラにメッセージをおくる」

れい）そらもんがタッチされたら、ほしがふってくる

そらもんのプログラム ほしのプログラム
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いろんな うごきかた

「ジャンプ」

れい）そらもんがタッチしたら、よこにジャンプ

すうじやむきかえてジャンプをかえられるよ 
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いろんな うごきかた

「がめんのはんたいにワープ」

れい）くもが ながれる
–  がめんのそとにでてしまったとき、がめんのはんたいがわにでる
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いろんな うごきかた

「がめんのなかにもどす」

れい）めちゃくちゃに うごきまわる
–  どこかを むき、300すすみ、ちょっとまち、もしがめんからぜんぶはみだしたら、が

めんのなかにもどす、を30かいくりかえす 
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