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スマホ？アプリ？？開発？？？ 

スマホ 
（スマートフォン） 

 
＝ 多機能な携帯電話 

アプリ 
 

＝ スマホに追加して 
  自分好みにするソフト 

開発 ＝ （自分で）作る 

つまり… 

スマホで使える、自分好みのソフトを、自分で作っちゃお！ 
というワークショップです 
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アプリをどうやって作るの？ 

 App Inventor というAndroidアプリを作成
するツールを使って作ります 
 プログラミング未経験でもOK！ 
 http://appinventor.mit.edu/ 

アプリの画面 
（＝見た目）を作る 

動作を作る 

 デザイナ  ブロックエディタ 
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アプリができるまで 

1. プロジェクトを用意しよう 

2. デザイナで画面を作ろう 

3. ブロックエディタで動作をつけよう 

4. 思ったとおりに動くかためしてみよう 

5.アプリを使ってみよう 
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では、早速、アプリを作ってみましょう 

はじめてのアプリ作り 

自分の分身ドロイドくんを画面
に表示し、ドロイドくんをタッ
チすると、笑うアプリを作りま
しょう 
 
まず、ドロイドくんを作りま
しょう 

画面を 
タッチ！ 

ははっ〜〜♪ 
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自分の分身ドロイドくんを作ろう 

 ドロイド君（droid）って？ 
 Androidのマスコットキャラクター 
 

 このドロイドくんを自分の分身に
変身させよう 
 お絵かきソフトを使って、色をつけ

たり、絵を描いたりして、自分の分
身、自分好みのドロイドくんを作り
ましょう 

droid._jpg 
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お絵かきソフト Paintbrush 

1) PC画面下にある Paintbrush3_jp 
をクリック 

2) 最初にキャンパスサイズを聞かれる
ので、[キャンセル] 

3) [ファイル]→[開く]→[デスクトッ
プ]→ droid_.png を選択 

4) 開いたら、[ファイル]→[別名で保
存]→ droid_XXX.png 

（XXX:自分の名前） 
5) お絵かきを始める 

別名で保存した
ファイル名にな
っていればOK 
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Paintbrushの機能 

ペン 
消しゴム 

スプレー 
塗りつぶし 

直線 

曲線 
長方形 

だ円 

文字を書く 
太さを
変える 

色を変える 

好きな色を 
クリックして選択 

全消去 

角丸四角形 

ひとつ前に戻る 
 [編集]→[取り消す] 
 または [command+Z] 
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ドロイドくんの準備完了 
では、いよいよアプリを作りましょう 

はじめてのアプリ作り 

1.プロジェクトを用意しよう 

2.デザイナで画面を作ろう 

3.ブロックエディタで動作をつけよう 

4.思ったとおりに動くかたしかめよう 

5.アプリで遊ぼう 
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1. プロジェクトを用意しよう 
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 PC画面下にあるGoogle Chromeを起動 

Googleアカウントでログイン 

ひとりひとり違います。 
名札の裏に、自分のアカウント名
とパスワードが書かれているので
確認してください。 

※注意※ 



プロジェクトを用意しよう 

ここに、プロジェクトの一覧が表示される 
① 
クリックすると
ウィンドウが開く 

② 
プロジェクト名を入力し、OKボタンを
クリック 
 
プロジェクト名：firstapp_自分の名前 
例）firstapp_aoi 
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プロジェクトを用意しよう 

入力したプロジェクト名が表示
されていれば成功！ 
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2. デザイナで画面を作ろう 

 パレットから配置したい部品を選んで、ビューアに
ドラッグ＆ドロップ 

 部品の詳細設定はプロパティ 

パレット 
使える部品一覧 

ビューア 
アプリの画面 

コンポーネント 
配置した部品一覧 

プロパティ 
部品の詳細設定 

メディア 
アプリで使うファイル一覧 
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2. デザイナで画面を作ろう 

目標 

画面に2つの部品
をのせて作る 

部品① 
 ドロイドくんを表示する 
 クリックできるようにするため

にButton（ボタン）で作る 

部品② 
 名前を表示する 
 Label（ラベル）で作る 
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部品①：Buttonを配置する 

① Buttonを 
ドラッグ＆ドロップ 

②どの部品かわからなくなってしま
うので、部品の名前をButton1から
キャラクターの名前の droid に 
変更する 

Button 
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部品①：droidに画像を表示する 

クリックして、ファイル 
droid_XXX.png を選択 

空欄にする 
画像が表示される！ 
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部品②：Labelを配置 

② 部品の名前をLabel1から 
nameに変更する 

① Labelを 
ドラッグ＆ドロップ 

Label 
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部品②：nameの詳細設定 

このように表示されればOK 

自分の名
前 
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画面のタイトルを変更する 
18 

画面のタイトル 
このように表示されればOK 

はじめてのアプリ 
と入力する 

Screen1（画面）を 
クリックして選択する 



アプリのアイコンを設定する 
19 

 アイコン？ 
 どういうアプリなのかを表すもの 

 アイコンも分身ドロイドくんに
しよう 

分身ドロイドくん
のファイルを選択 

設定しないと 
このアイコンになる 



Sound（音）を配置して笑い声の準備 
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Media 

Sound 

画面の下に追加される 

① Soundを 
ドラッグ＆ドロップ 

② 部品の名前をSound1から 
ahahaに変更する 



ahahaに笑い声の音声ファイルを設定 
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クリックして 
Laugh-male3.mp3 を選
択 

アプリで使える画像・音声ファイルが表
示 



3. ブロックエディタで動作をつけよう 
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 ブロックエディタを起動する 

Open the Blocks Editor 

1) クリック 
2) デスクトップに保存 
3) ダウンロードできたら実行 

このウィンドウが出てきたら… 

許可を選択 

※注意※ 
保存や実行のクリック
は何度も押さない！ 
起動にちょっと時間か
かりますが、我慢して
待ちましょう 
 

ブロックエディ
タ 



ブロックエディタ 
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 左側の部品名などをクリックすると、ブロック
が出現 

 使いたいブロックをドラッグ＆ドロップ 

クリックする
とブロックが
出現 

使いたいブロックをドラッ
グ＆ドロップ 
 
ブロックを組み合わせて、
動きを作っていく 



カチッ！ 

ahaha の音を再生する 

droid がクリックされたとき 

ブロックエディタで動きをつける 
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4. 思ったとおりに動くか試してみよう 
25 

 スマホとPCを 
つないだまま試す 

クリックし
て選択 

 スマホにダウンロード
して試す 

Download to 
Connected Phone 

クリックして選択 

Package for Phone 

完了の合図がでたら、 
スマホをPCから外して、 
メニューからアプリを起動しよう！ 

一度、転送ができたら、 
変更しても反映されるので、 
試しながら、作ってみよう！ 

ブロックエディタ デザイナ 

転送中 

転送完
了！ 



ハンドベルアプリを作って、かえるのうた
をセッションしましょう 
 

かえるのうた演奏会 26 

どぉ〜〜♪ 

ハンドベルアプリは、今作った
はじめてのアプリから、ドロイ
ド画像と笑い声ファイルを変更
して作ります 



ハンドベルアプリ 
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 ハンドベルなので、それぞれ担当の音を鳴らす
アプリを作りましょう 

 グループで話し合って、担当の音を決めましょ
う 

どれみふぁみれど みふぁそらそふぁみ ど ど ど ど どどれれみみふぁふぁ みれど 

ど れ み ふぁ そ ら 

担当者名  
 

（アシスタント） 



プロジェクトを別名で保存する 

新しいプロジェクト名
handbell_XXX で保存する 
（XXX：自分の名前） 
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Save As 

handbell_XXX に
変更されればOK 



画像ファイルや音声ファイルを変更する 
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表示したい画像ファイ
ルを選択する 

 Buttonに表示する
画像を変更する 

 鳴らす音を変更する 

鳴らしたい音声ファ
イルを選択する 

もうドロイドではなく
なるので、部品の名前
を変更する 

もう笑い声ではなくな
るので、部品の名前を
変更する 

 ハンドベルの画像 
 [デスクトップ]→[画像ファイル] 
 →[001.ハンドベル] 
 ハンドベルの音 
 [デスクトップ]→[音声ファイル] 
 →[01.音 階]→[99.ハンドベル] 



ハンドベルっぽさを追求してみる 

 ハンドベルは、振ったら音が出る楽器 
 加速度センサーを利用して、振ったら音が鳴るようにす

る 
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Accelerometer Sensor 

ブロックエディタ 

デザイナ 

スマホが振られたとき 



かえるのうた演奏会 
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 グループ全員のアプリが完成したら、グルー
プ内で、かえるのうたを演奏してみましょう 

どれみふぁみれど みふぁそらそふぁみ ど ど ど ど どどれれみみふぁふぁ みれど 



これからスマホ楽団を結成します 
みなさんの楽器は、スマホの演奏アプリ 
 
自分だけの演奏アプリを使って、楽団全員
で、課題曲を演奏しましょう 

演奏アプリを作ろう 32 



演奏アプリって？ 
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 音を鳴らすアプリ 
 なにかを表現・再現するアプリ 

 曲のイメージ 
歌詞から連想されるもの 

 例：歌詞に犬が登場するから、画面に犬を表示する 
曲調から連想されるもの 

 例：ロマンチックな曲だから、きらきら感を出す 

 楽器のイメージ 
楽器の演奏方法 

 例：ハンドベルは振って音を鳴らす楽器だから、
 振って音が鳴るようにする 

 



たとえば… 
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 課題曲が「ドラゴンクエスト」の場合 
 グループ全体として、ドラゴンクエストのゲームのイ

メージを表現した演奏にする 

担当：メロディライン 
→メロディを演奏するアプリ 
→1音1音ボタンにして、ピアノを
演奏するように、音を鳴らそう 

担当：モンスター登場 
→スライムをイメージしたアプリ 
→スライムを押したら、ぷにって
音を鳴らそう 

担当：戦闘シーン 
→剣をイメージしたアプリ 
→剣を振ったら、シャリーンと音
を鳴らそう 

担当：冒険 
→歩きまわるイメージのアプリ 
→歩いているアニメーションで、
レベルアップ音を出そう 

グループの統一感を出すために、アイコンは 
全員同じスライムの画像にしよう！ 



演奏アプリ作りの流れ 
35 

グループ
で相談 

•課題曲を決める 

•演奏の構想を考える 

個人で制
作 

•自分の作るアプリの構想を考える 

•作る！ 

グループ
で練習 

•全員のアプリが出来上がったら、演奏練習 

発表会 

•どんなアプリを作ったかを発表する 

•演奏する 

アプリの構想は  
アイディアシー
トに記入しながら

考えましょう 



演奏アプリを使って、演奏会をしましょう 
グループごとで前に出てきて、どんなアプ
リを作ったかを発表して、実際に演奏して
みましょう 

演奏アプリ発表会 36 



津田塾大学女性研究者支援センター 

お し ま い 
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