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じゅんび

２ページ

Squeak（ねずみ）を起動しましょう。

画面上のSqueakのアイコンをダブルクリックします。

または、画面の左下[スタート]ボタンをクリックしましょう。

次に
[プログラム]→[Squeak Plugin]→ [Squeak] 

というアイコンを、マウスでクリックします。

Squeakのインストール

（ここは、先生やお父さん・お母さんにやってもらいましょう）

・ Squeaklandのページ。
http://squeakland.jp/plugin/download.html

・ 上記のページから、あなたのPCに合わせて、Windows, Mac 
OS, Mac OS Xをクリックしてダウンロード。

ダウンロードしたソフト（インストーラ）をダブルクリックします。

・ Squeakの使い方は、こちらです。
http://hw001.gate01.com/~thoru/squeak/funsqueak.html



こういう画面がでると、起動はOKです。

左下の「ナビゲータ」を左マウスでクリッ
クしましょう。

スタート

３ページ

ナビゲータのメニューがでてきます。

「全画面表示にする」をクリックしましょう。
画面いっぱいになります。

「新しく作る」のアイコンをクリックしましょう。

右のような四角が出ますので、四角の真ん中
をクリックします。

次に、筆のアイコンをクリックしましょう。
お絵かきの道具箱（パレット）がでてきます。

次のページへ続く、、、



絵の描き方を練習しましょう。

筆：線を書きます。
バケツ：色を塗ります。
消しゴム：書いたものを消します。

ここで線の太さを選びます。消しゴム
の大きさも選べます。

とりけし：書いた絵を取り消します。
ほぞん：描いた絵をほぞんします。

いろいろな形が描けます。

終わったら、「ほぞん」で終了します。

お絵かき

４ページ

右下の「部品」をクリックし、「ゴミ
箱」をマウスで左クリックしたまま、
そのままドラッグして、白いところへ
持ってきたら左クリックを離します。

こういう操作を、ドラッグ＆ドロップ
といいます。覚えておきましょうね。

「ほぞん」した絵は、消しゴムでは
消えませんが、ゴミ箱へドラッグ＆
ドロップすると、捨てることができま
す。練習の絵をゴミ箱へ捨てて、画
面をきれいにしましょう。

ここは、色を選
ぶところ。



初級編

５ページ

さあ、これからが本番です。初級編では好きな絵を描いて動か
してみましょう。まずは、道具箱をだします。

後で大きさを変えられるので、ちょっと大きめに描くと、きれいに
なります。

では、お魚を描いてみましょう。

描き終わったら、「ほぞん」してください。

マウスの左クリックで、絵を動かせることも確認しましょう。



絵のコントロール

６ページ

キーボードの「ALT」キーを押しながら、マウスで左クリックすると、絵の
周りにいろいろなマーク（Halo[ハロー]と言います）がでてきます。

まず、絵の下の「スケッチ」を、ダブルクリックして、自分の名前（右下で
は「Osakana」にしました）とか、カエル、とか、好きな名前に変えましょう。

次に、右下の黄色い○で、絵の大きさが変
えられます。背景に合った大きさにしましょう。

今度は、左の水色の眼のアイ
コンをクリックしましょう。

Osakanaをコントロールする画

面が出てきました。

コントロールする画面の左上
にある小さいアイコン を
クリックすると、コントロール画
面は消えます。

画面の右上にアイコン が
ひなんしていますので、もう1
回クリックすると、コントロール
画面がでてきます。

これからが本番ですよ。



進める、回す

７ページ

Osakanaをコントロールしてみましょう。

！マークをクリックしましょう。

進める：前へ進みます。
数字はスピードです。
マイナスでバックします。

回す：
プラス は右回転します。

マイナスは左回転します。
音もでます。

ここ をクリックすると「基本」以外にも
いろいろなコントロールメニューが
でてきます。

この矢印はOsakanaの進む方向です。

いろいろな方向を選べます．



自動運転

８ページ

Osakanaを自動運転させましょう。

自動運転させるには、運転の順序・手順を書いてあげる必要があります。

この順序・手順を書いたものを「スクリプト」（あるいは「プログラム」
と言います。また、順序・手順を書くことを「プログラミング」と言います。
ロボットとかコンピュータも同じ原理です。

スクリプトを作るには、コントロール画面から、「Osakanaを進める」のまん

なかあたりをクリックして、画面の空いているところへドラッグ＆ドロップし
ます。

スクリプトの使い方です。

！マーク：1回だけ実行 時計マーク：連続実行

（押し続けると、進み方が変えられます）



回りながら進む

９ページ

だんだん、複雑になります。

スクリプトの中の「Osakanaを進める」の下に、コントロール画面の
「Osakanaを回す」をドラッグして、くっつけましょう。

さて、これで、時計マークをクリックすると、どうなるでしょうか？

Osakanaは、回りながら進みます。（いや、進みながら回る、かな）

「進める」の数字と、「回す」の数字を変えて、回転の大きさや、
進む速度がかわることを確認しましょう。

時計マークをクリックすると、ここがノーマル
からチクタクに変わり、Osakanaが動きます。

もう一度押すとOsakanaは止まり、ここはポー
ズと表示されます。



回りながら進む（つづき）

１０ページ

ここをクリックすると、スクリプトが画面から消えます。

もう一度、画面にスクリプトを出すには、「部品」から「全
スクリプト」を画面にドラッグします。

ここをクリックしてから，「Osakana」をクリックして「この
スクリプトのスクリプタを開く」を選びます．



仲間を増やす

「全スクリプト」の をク
リックすると、コピーした
Osakanaが一緒に泳ぎだしま

す。泳ぎださないとしたら、コ
ピーしたOsakanaのスクリプト

が「ノーマル」だからです．
「ポーズ」としましょう。

ここまでで作ったものを増やしてみましょう。

まずはOsakanaの周りにHalo[ハロー]を出します(Haloのことは７ペー
ジに書いてあります)。

Haloを出して、右上の アイコンを左クリックすると、同じOsakanaがコ

ピーされます。

クリックした数だけOsakanaは増えていきます。

１回クリック

２回クリック

さらに、矢印←の向
きを変えると
どうなるでしょうか？

１１ページ



いままでにお話してきた「進める
「回す」のほかにもこんなことが出
来ます。

ALTを押しながらOsakana１を左ク

リックしでハローを出し，水色の眼
を左クリックしてコントロール画面
を出しましょう。

コントロール画面の をクリックす
ると、いろいろなメニューが表示さ
れます。

ここでは「進める」と「はねかえる」
を組み合わせてみます。

コントロール画面から「Osakana1を
進める」と「Osakana1がはねかえ

る」を画面の空いているところにド
ラッグ＆ドロップします。

さて、これで時計マークをクリック
して「チクタク」にするとどうなるで
しょうか。

はねかえる

１２ページ



図形の色をかえることもできますよ。

まずはナビゲータの新しく作るをク
リックし、名無し1をクリックし、白紙

の画面にします。次に、道具箱をだ
して、好きな絵を描いて「ほぞん」し
ましょう。

次に右下の「部品」を左クリックして､
好きな図形を画面の空いているとこ
ろにドラッグ&ドロップします。

Haloをだして図形の

大きさや色を変えたら、
左の青い眼のアイコン
をクリックしましょう。
(7ページに書いてあります)。

「星の色」の アイコンを左クリック
し、画面の開いているところに
ドラッグ&ドロップします。

次に「星の背後の色」をここにドラッ
グ&ドロップします。

時計マークをクリックし、「チクタク」
にしてから、図形をいろいろなところ
にもっていくと･･･さて、どうなるで
しょうか？

色をかえる（わき道）

１３ページ

ここをクリックして
「観察」を選ぶ



中級編

１４ページ

さて、初級編はうまく出来たでしょうか。初級編がうまくいったら
次は中級編です。

サーキットを走る車、を描きましょう。まずはナビゲータの新しく
作るをクリックし、名無し２をクリックし、白紙の画面にします。次
に、道具箱をだしましょう。

後で大きさを変えられるので、ちょっと大きめに描くと、きれいに
なります。前と後ろがわかるように、前にしるしをつけたり、して
おきましょう。

車でなくても、いいですよ。カエルとかクモとか、ウマとかウシ、
とか、、、

ヒント：

車のタイヤみたいに、前の
方の両側に、ちょっと小さい
ものを描いておくといいです。
さらに、左と右で色を変えて
おくといいでしょう。

クモの触覚とか、カエルの目玉、とか、でもいいです。

描き終わったら、「ほぞん」してください。

マウスの左クリックで、絵を動かせることも確認しましょう。
車は、画面の左側によせておきましょう。



サーキットを描く

１５ページ

次に、車が走るサーキットを描きましょう。もう、一回、道具箱を
だしましょう。

太い線で、おおきく、描いてください。適当に、カーブをつけとく
といいです。

描き終わったら、
「ほぞん」してください。



車のコントロール

１６ページ

キーボードの「ALT」キーを押しながら、マウスで左クリックすると、
車の周りにいろいろなマーク（Haloと言います）がでてきます。

まず、車の下の「スケッチ」を、自分の名前（右下では「Kuruma」に
しました）とか、カエル、とか、好きな名前に変えましょう。

次に、右下の黄色い○で、車の大きさが変
えられます。サーキットの道の幅と、車の
幅が同じくらいになるように車を小さくしま
しょう。

今度は、左の青い眼のアイコ
ンをクリックしましょう。

車（Kuruma）をコントロールす

る画面が出てきました。

左上の小さいアイコンをクリッ
クすると、コントロール画面は
消えます。

右上にアイコンがひなんして
いますので、もう1回クリックす

ると、コントロール画面がでて
きます。

これからが本番ですよ。



進める、まわす

１７ページ

車（Kuruma）をコントロールしてみましょう。

！マークをクリックしましょう。

進める：前へ進みます。
数字はスピードです。
マイナスでバックします。

まわす：
マイナスは左回転します。

音もでます。



自動運転

１８ページ

車（Kuruma）を自動運転させましょう。

自動運転させるには、運転の順序・手順を書いてあげる必要があります。

この順序・手順を書いたものを「スクリプト」（あるいは「プログラム」
と言います。また、順序・手順を書くことを「プログラミング」と言います。
ロボットとかコンピュータも同じ原理です。

スクリプトを作るには、コントロール画面から、「Kurumaを進める」のまん

なかあたりをクリックして、画面の白いところへドラッグ＆ドロップします。

スクリプトの使い方です。

！マーク：1回だけ実行 時計マーク：連続実行

（押し続けると、進み方が変えられます）



まわりながら進む

１９ページ

だんだん、複雑になります。

スクリプトの中の「Kurumaを進める」の後ろに、コントロール画面の「車

をまわす」をドラッグして、くっつけましょう。

さて、これで、時計マークをクリックすると、どうなるでょうか？

Kurumaは、まわりながら進みます。（いや、進みながらまわる、か

な）

「進める」の数字と、「まわす」の数字を変えて、回転の大きさや、
進む速度がかわることを確認しましょう。



センサーをつける

２０ページ

車（Kuruma）にセンサーをつけま

しょう。

スクリプトの右側をクリックすると、
「テスト」が出てきます。これをドラ
ッグして、スクリプトの順序を、次
のようにしましょう。

次に、コントロール画面から、
「Kurumaのモーフはその色に触れ

ているか」を選んで、「テスト」の右
側にドラッグします。

そして、（ここでの例ですが）、「タ
イヤの赤い色」は、「サーキットの
緑の色」に触れているか、と設定
します。

色の設定は、テストの色の部分を
クリックすると、スポイトがでます
ので、スポイトで車のタイヤをク
リックして色を移します。

同じようにして、サーキットの緑を
移します。

右のようになります。

進める

テスト

回す



サーキット一周

２１ページ

後は、何をやれば、いいか、わかりますか？

テストの結果、
はい、だったら、Kurumaを進める。
いいえだったら、Kurumaをまわす。

ですね。では、続いてスクリプトを完成させましょう。

右タイヤがはみ出したら、左へ。
左タイヤがはみ出したら、右へ。

「進める」も「まわす」も、ちょっとづつ（の数字）にすると、
Kurumaは、スムーズに進みます。

いらなくなったスクリプトの行は、ゴミ箱へ捨てましょう。

こんな風に、いろいろと試しながらスクリプトを修正・訂正することを、
デバッグする、といいます。さて、Kurumaは、うまく、一周できるかな？



ハンドルをALTと左クリックで

マークをだして、左下の回転をク
リックすると、ハンドルがまわりま
す。

スクリプトの時計をクリックします。
そして、ハンドルをまわします。す
ると、ハンドルに合わせて、
Kurumaもまわります。

ハンドルのコントロールを出して、
「ハンドルの向き」をマウスでクリッ
クし、Kurumaのスクリプトの
「Kurumaを回す」の後ろに付けま

す。

今までは、Kurumaをまわす向きは、

「数字」でしたが、今度は、「ハンド
ルの向き」になります。

時間が余ったら、Kurumaの遠隔操作（えんかくそうさ）、をやってみま

しょう。

ハンドルを描きます。名前を「ハンドル」にしましょう。

Kurumaのスクリプトを出して、「Kurumaを回す」を出しておきます。
(「Kurumaを進める」も「Kurumaを回す」の下にくっつけておきま

す。)

さて、これで、今度は、自分でハンド
ルを操作して、サーキットを走る
Kurumaのスクリプトを書きましょう。

上級編

２２ページ



作品の保存

２３ページ

作品の保存：

・ ナビゲータメニューから「公開する」を選んで、名前を付け「了解」
をクリックします。

・ フォルダを選んでから，「保存」を選びます。



作品の読込みとスクィークの終了

２４ページ

作品の読込み：

・ ナビゲータメニューから「探す」を選ぶと、インターネット上にある
いろいろな人の作品が見えます。

・ 「プロジェクト」を選んで，「了解」をクリックしてください．

スクィークを終了する：

・ ナビゲータメニューから「終了」を選ぶと、「本当にスクィークを終
了しますか?」と出ます。

・ 「はい」をクリックしてください。

おつかれさまでした。今回はこれでおしまい！！！！！



学校やお家で見てね

今日の写真や、みんなが作った作品は、ホームページに入れておきま
す。学校やお家で見てね。

http://www.ieice.org/jpn/kagaku/inet/kodomo/
このページには、
・ 今までの教室の様子
・ テキスト（デジカメ写真の編集、ホームページの作り方、など）
・ 勉強に役立つホームページ

などがあります。みんなの写真と作品は、「体験コーナー」にあります。

２５ページ



お父さん・お母さんへ

情報通信技術（IT）の必要性が世界的に叫ばれる中で、中学生・高校生の理工学
系離れや科学嫌いが共通の課題として問題視されています。電子情報通信学会
はIT技術の研究者・技術者の集まりであることから、この問題を早期から深刻に
捉え、その解決に向けて取組んできました。

このような活動の一環として、活躍中の科学者・技術者や大学の先生にボラン
ティアとして講師をお願いし、小学生・中学生・高校生を対象として本学会に関係
する基礎技術や最新の技術について、実験、実習や見学を含めた講義を実施し
て頂くことで、科学に対して興味をもつ子供の育成を図ることを企画し、「小･中・高
校生の科学実験教室」を開設しました。

「科学実験教室」のホームページは以下にありますので、ぜひ、お立ち寄りくださ
い。

http://www.ieice.org/jpn/kagaku/

今までの教室の報告や、子ども達を対象に携帯電話などの最新技術をやさしく解
説したページ、などがあります。

２６ページ


