
冒険好きなオレンジのネコ

「スクラッチ Jr」といっしょに

プログラミングワールドへ！

きみのプログラムで

世界をかきかえよう！

ぼうけん ず

 せかい

プリントで楽しく自由に学べる！ 低年齢向けプログラミングテキスト

で いこう！

プログラミング
アドベンチャー

ドキドキ！ だいぼうけん



本書の使い方

  この本では、スクラッチ Jr で作成したプログラムのお手本を 

38 本掲載しています。

　順番に作る必要はありません、目次やサンプルの画像を見て、

好きなプログラムを真似して作ってください。

　また、お手本どおりにプログラムを組まなくても大丈夫 です。

自由にたのしみながら取り組んでみてください。

【きほんスキル】…… 17 本
　「きほんスキル」は、スクラッチ Jr の基本的な機能について説

明をしています。つかい方がわからないときなどに、ここで確認を

してみましょう。

　基本スキルには、S-１～ S-１７のナンバーがついています。

【お手本プログラム】…… 38 本
　「お手本のプログラム」は全部で 38 本あります。各プログラム

には、P-１～ P-３８ のナンバーがついています。

　ゲームやアニメーションなどの特徴で分けていますが、数字が大

きくなるほど、難易度が高くなっていきます。

　順番に作る必要はありませんが、初めてスクラッチ Jr を使う場

合は Chapter3. ぼうけんのはじまり（ P-１～ P-９ ）で練習を
していただくことをおすすめします。
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プログラムナンバー プログラムの名前

プログラムの
動きがわかる画像

プログラミングする
キャラクターの名前

お手本のブロックです
まねをしてプログラミングを
してみましょう

プログラミングブロックをおいたら、画面右上のハタやキャラクターを
タップすることでプログラムがスタートし、キャラクターがうごきます

ここにいるキャラクターに
プログラミングしています

お手本プログラムの使い方

アドベンチャーじょうほうきょく

　スクラッチ Jr のメニュー、ブロック、ペイントエディタの機能の一覧です。



目次

Chapter�．ぼうけんのじゅんびをしよう！…… �
 Lesson�. アイテムをそろえよう！…… �
 Lesson�. インストールしよう！…… �

Chapter�．プログラミングワールドへ！…… �
 Lesson�. スクラッチ Jr にあいにいこう …… �
 Lesson�. きほんスキル➀をマスターしよう（S-�~�） …… �

Chapter�．ぼうけんのはじまり ～ せかいをかきかえよう！ …��
 Lesson�. レッツ プログラミング！（P-�~�）…… ��
 Lesson�. きほんスキル➁をマスターしよう（S-��~��）… ��

Chapter�．ドキドキ！ だいぼうけん …… ��
 Lesson�. どうぶつのまねっこ （P-��~��）…… ��
 Lesson�. メッセージをおくろう（P-��~��） …… ��
 Lesson�. べんきょうもだいじ（P-��~��）  …… ��
 Lesson�. ゲームをつくろう （P-��~��） …… ��
 Lesson�. アニメーションのせかい （P-��~��）…… ��

アドベンチャーじょうほうきょく……���
 スクラッチ Jr じょうほう➀ - きほんのがめん  ……���
 スクラッチ Jr じょうほう➁ - ブロックメニュー ……���
 スクラッチ Jr じょうほう➂ - ペイントエディタ ……���
 スクラッチ Jr じょうほう➃ - プロジェクトじょうほうがめん …���
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はじめて スクラッチ Jr をつかうときはここからはじめてね。

「すぐになにかつくりたいっ！」ていうときは、

Chapter3. ぼうけんのはじまり（16ページ）へすすもう！

スクラッチ Jr をつかうためにひつようなアイテムは２つだけだよ。

じゅんびは大人の人にてつだってもらってね。

iPad( アイパッド )、または、Android( アンドロイド )、
ChromeBook（クロームブック）のタブレット

アイテム１． タブレット

「アカウント」をもっていないとアプリをダウンロードできないよ。

たいせつなものだから、大人の人といっしょにつかおうね。

アイテム2． アカウント

おとな　　  ひと

ジュニア

おとな　　 ひと

※対応機種　iPad2, iPad mini 以降に発売されたもの
Android4.2（Kit Kat）以降に対応した 7 インチ以上の Android タブレット Kindle

Lesson �.      アイテムをそろえよう！

ぼうけんのじゅんびをしよう！
Chapter

1

Chapter１．ぼうけんのじゅんびをしよう！／ Lesson�.   アイテムをそろえよう！©coporii
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Chapter１．ぼうけんのじゅんびをしよう！／ Lesson�.   インストールしよう！

スクラッチ Jr を インストール しよう。

「インストール」はアプリをきみのタブレットの中に入れて

いつでもつかえるようにすること。

インストールしたら、いつでもスクラッチ Jr に会いに行ける。

１，２，どちらのルートでもインストールができるよ！

じゅんびはできたかな？

スクラッチ Jr は、はやくぼうけんに行きたくて、

きみをまっているよ。

さあ、とびらをあけて！

このサイトからインストールできるよ

https://www.scratchjr.org

ルート１． ScratchJr のホームページ

ipad の場合は AppStore、

Android、または、ChromeBook の場合は GooglePlay、Amazon で

「scratchjr」で検索してみよう。

ルート2． アカウント
ばあい

ばあい

けんさく

なか     い

あ   い

い

Lesson �.      インストールしよう！
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プログラミングワールドにはたくさんのせかいがあるんだ！

ぜんぶ、スクラッチ Jr で、つくったり、

かきかえることができる「 プログラム 」のせかい。

すきな「プログラム」を見つけたら、

きみの力 できみだけの「せかい」にかきかえてみよう！

ぼうけんのはじまり ～ せかいをかきかえよう！
Chapter

3

Chapter�．ぼうけんのはじまり  ～  せかいをかきかえよう！

アップデート中…
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Chapter�．ぼうけんのはじまり  ～  せかいをかきかえよう！／ Lesson�.   レッツ プログラミング！

かんたんなプログラミングのおてほんをよういしたよ。

きになるものはあるかな？

これおもしろそう！ と思ったら、レッツプログラミング！

プログラム①

うみのせかい
プログラム②

 ハロー！
プログラム③ 

ドライブにいこう！

プログラム④

ジャンプ !
プログラム⑤

みんなでたいそう
プログラム⑥ 

シュート！

プログラム⑦

かくれんぼ
プログラム⑧
パクパク

プログラム⑨ 

どうぶつレース

Lesson �.      レッツ プログラミング！
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Chapter�．ぼうけんのはじまり  ～  せかいをかきかえよう！／ Lesson�.   レッツ プログラミング！

うみの中をさかなたちがおよいでいるよ。

きみだけの「うみのせかい」をつくってみよう。

キャラクター．みどりのさかな

ネコのキャラクターは消しておこう

（S-2. キャラクターをけす）」

ブロックをおいたら、みどりのハタ をタップしてうごかしてみよう！

なか

け

P-� うみのせかいうみのせかい

つくってみよう！つくってみよう！

ちい

① みどりのさかなを
　 えらぶ

② ブロックをおく

③ ハタをタップ
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Chapter�．ぼうけんのはじまり  ～  せかいをかきかえよう！／ Lesson�.   レッツ プログラミング！

キャラクター．きいろのさかな

みどりのさかなとは「やじるし」がはんたいだよ。

つくってみよう！つくってみよう！

キャラクター．たつのおとしご

ぜんぶのキャラクターにブロックをおいたら、できあがり！

うごかしてみよう！ みどりのハタ をタップしよう。

かんせいしたら
ハタをタップしよう
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Chapter�．ぼうけんのはじまり  ～  せかいをかきかえよう！／ Lesson�.   レッツ プログラミング！

ともだちと「あいさつ」をするアニメーションをつくろう！

P-� ハロー！ハロー！
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Chapter�．ぼうけんのはじまり  ～  せかいをかきかえよう！／ Lesson�.   レッツ プログラミング！

キャラクター．スクラッチ Jr

つくってみよう！つくってみよう！

キャラクター．男の子

うごかしてみよう！ みどりのハタ をタップしよう。

① スクラッチ Jr を
　 えらぶ

② ブロックをおく

③ ハタをタップ

おとこ　  こ
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