
よく使うブロック一覧 1 

① Definition（定義） ② Text（文字） 

③ Math 
　　（数学的） 

③ Logic（◯か!か） ⑤ Control（制御） 

!  Built-In 
 （いつも用意されているブロック） 

① 
② 

③ 
④ 
⑤ 

! My Blocks 
（画面に配置した部品によって変わる） 

部品につけた名前が 
表示される 

※部品のブロックに関しては「２，３、４」で 

自分専用ブロックの使い方 

自分専用のブロックを作る 

白抜きに変わったら、文字または数字を入力する 

variableの文字を
クリック 

textの文字を
クリック 

123の文字を
クリック 

例）「count」を入力 例）「droid.png」を入力 例）「1」を入力 

My Blocks→My Deffinitionsに「count」のブロックができる 

count<10のとき、これする 

count>10でないとき、これする 

"  countが10より大きいか調べる "  countを1増やす 



Screen（画面）に対してできること 2 

画面の 
背景色を設定 

画面の背景
画像を設定 

スマホに表示する
アイコンを設定 

画面のタイトル
を設定 

画面のタイトルを
変更 

現在の 
画面の背景色 

" デザイナで設定できるScreenのプロパティ 

" ブロックエディタに用意されているブロック 

画面の背景色 
を変更 

現在の 
画面の背景画像 
画面の背景画像 
を変更 

現在の 
画面のタイトル 

最初に画面が　
表示されたとき 

画面（スクリーン） 

例） 
画面のタイトルを「あ」に変更したいとき 

画面の色を変える 

画面の背景画像を変える 

好きな色を選ぶ 

背景にしたい画像ファイル
を選ぶ 

背景色はCyanだが、 
画像が大きいため隠れて見えない 



文字の大きさ
を設定 

表示する文字を設定 

文字の表示位置 
を設定 

文字の色を設定 

ラベルの幅を設定 

使わない 

Label（ラベル）に対してできること 3 
" デザイナで設定できるLabelのプロパティ 

ラベルの 
背景色を設定 

" ブロックエディタに用意されているブロック 

XXX 

現在のXXXの値を取得する
ためのブロック 

XXX 

XXXの値を設定するための
ブロック 

ラベルの横幅・文字配置を変える 

ラベルの背景色・文字を変える 

"  left（左寄せ）の場合 

「横幅いっぱい」に設定 

"  center（中央寄せ）の場合 

"  right（右寄せ）の場合 



Button（ボタン）に対してできること 4 
" デザイナで設定できるButtonのプロパティ 

" ブロックエディタに用意されているブロック 

ボタンの 
背景色を設定 ボタンに表示する

文字を設定 

文字色を設定 
ボタンをクリック
できるかどうか 

ボタンに表示す
る画像を設定 

文字を表示する
位置を設定 

ボタンの表示・
非表示 

ボタンの幅・高さ
を設定 

ボタンが押されたとき 
一番よく使う！！ 

ボタンの幅を設定する 

ボタンに文字を表示する 

"  Automatic（自動）の場合 

"  Fill parent（ぴったり）の場合 

"  200ピクセル（自由に指定）の場合 

…ボタンに表示する文字分の幅になる 

…画面ぴったりの幅になる 

…指定した幅になる 

ButtonもLabelと同じように 
背景色・文字の大きさ・色を設定できる 



370 

! スマホ画面にぴったり表示できる画像のサイズ（目安） 
" 画像1つで画面ぴったり 

ビューワとスマホではサイズが異なり、見え方が変わる 
スマホで試しながら作るのがポイント！ 

420 

画像のサイズ  5 

画像サイズを変更する方法 

プレビュー を起動する →　画像ファイルをダブルクリック 

変更したいサイズを入力 

サイズを変更したら、 
[ファイル]→[別名で保存]で、保存しておく 

画像2つで横幅 
ぴったり 
       → 横幅130 

画像3つで横幅 
ぴったり 
       → 横幅100 

画像を中央に配置する 

部品① 部品② 部品③ 

部品① 部品② 
部品③ 部品④ 

" 並べて配置するために使う部品 

部品① 
部品② 
部品③ 

整理整頓のための箱を
用意してその中に部品を
いれて並べる 

#  HorizontalArrangment（横） 

#  TableArrangment（格子状） 

#  VerticalArrangment（横） 

複数の部品を並べて配置する  6 

① HorizontalArrangmentを配置 
② その中にLabelとImageを配置 

③ Imageに画像を設定 

④ Labelのプロパティを設定 

Textは空欄 



ブロックエディタ 

デザイナ 

① Buttonを配置 
② 最初に表示する画像を選択 

最初の画像ファイル名 

次の画像ファイル名 

最初の画像ファイル名 

③ 次に表示する画像をMediaに追加する 

ボタンが押されたら画像を変更する  7 

ブロックエディタ 

デザイナ 

① Buttonを配置 
② 最初に表示する画像を選択 

③ 次に表示する画像をMediaに追加する 

ボタンが10回以上押されたら画像を　
変更する  8 

!10 

次の画像ファイル名 

最初の画像ファイル名 



ボタンを押すごとに、画像を表示した
り見えなくしたりする  9 

ブロックエディタ 

デザイナ 

③ チェックを外す 

② 表示したい画像を選択 

画像が見えなくなる 

見えなくした画像を確認
したいときは、ここに
チェック 

① ButtonとImageを配置 

2つの画像を交互に表示してアニメー
ションにする 10 

ブロックエディタ 

デザイナ 

パラパラ漫画のアニメーションになる 

最初の画像ファイル名 

次の画像ファイル名 

最初の画像ファイル名 

Imageのプロパティ 

Clockのプロパティ 

① ClockとImageを配置 

Clock 

③ 次に表示する画像をMediaに追加する 

③ 「100」に変更 



Sound（音）に対してできること 音 
" デザイナで設定できるSoundのプロパティ 

" ブロックエディタに用意されているブロック 

鳴らす音声ファイル
を設定 

一時停止 

再生 

停止 

再開 

鳴らす音声ファイル
を変更する 

現在設定されている
音声ファイル 

バイブを鳴らす 

次に再生されるまで
の最小時間 

1000ミリ秒バイブを鳴らす 

Sound（音）に対してできること 音1 音を繰り返し再生し、途中で止める 音2 

ブロックエディタ 

デザイナ 

繰り返し再生 

再生を停止して、繰り返しをやめる 

ButtonとClockを配置 

Soundを配置 

Clockのプロパティ 

300に変更 
（繰り返しまでの時間） 

Soundのプロパティ 

鳴らす音声ファイルを選択 

♪♫ ♪♫～ 
停止 



① 格子状に画像を配置 

TableArrangementを配置 

① ② ③ 
④ ⑤ ⑥ 
⑦ ⑧ ⑨ 
⑩ ⑪ ⑫ 
⑬ ⑭ ⑮ 
⑯ ⑰ ⑱ 

3 

6 

キーボードロイド 音3 

18個の部品を配置するための場所を作る 

デザイナ 

② 18個（Label 9個、Button 9個）を配置 

③ Soundを9個配置 

Label：1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15 
Button：4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18 

$  それぞれのButtonに、画像を設定する（画像サイズ 100!100） 
$  Labelに表示する文字も適宜変更する 
$  部品が多くて間違えやすいので、それぞれ部品の名前も変更する 

$  それぞれのSoundに、異なる音声ファイルを設定する 
$  Soundの名前も変更する 

どー♪ タッチする画像で音が違う 
ド～ドまでの8音と拍手が鳴る 

デザイナ 

ブロックエディタ 

%  Buttonごとに違う音を鳴らす（音声ファイルを再生する） 
%  Buttonの数だけブロックがある 


