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福井県こどもプログラミング協議会 
昨日、発足

IchigoJam安価ロボ 
→ 越前がにロボコン

システム工業会、機械工業組合、福井県 
福井高専、福井新聞、PCN、福井大学、jig.jp 
アフレル、Hana道場、スピリッツ・スマイル

https://fkpc.github.io/



ものづくり好き 
↓ 

科学好き 
プログラミング好き



http://fukuno.jig.jp/



iPhoneネイティブで簡単顔認識

in Swift3  - src on GitHub@taisukef



QRコードシールを 
看板・標識に貼る予定



メガネ通して見ると 
母語で表示される予定

Tsutsuji Bus Stop 
Nishiyama Park

Road St.



1%

嫌い
99%

某情報系高専4年生に聞いた 
プログラミングは好きですか？



プログラミングが嫌いな子供の 
育て方



プログラミングが嫌いな大人が 
教える



新しい歴史は、ほぼ科学



時間

距離 利用者にどんどん近く安くなる 
コンピューター



人口100億人の食料問題の解決

http://www.comp.jp/



映画「フライ」の 
世界も近い？



科学とは？ 

客観的な方法で 
系統的に研究する活動



プログラミングとは？ 

世界を自分で定義して 
科学し放題の世界



webは最強の 
学習手段 

こども x web 
如何に早く 
実現するか？



歴史 保存 即時 拡散 無料

言葉 100,000年 ☓ ◯ ☓ ◯
文字 5,000年 ◯ ☓ ☓ ◯
活字 1,000年 ◯ ☓ ◯ ☓
放送 100年 ☓ ◯ ◯ ☓
web 25年 ◯ ◯ ◯ ◯

web = 1,000年来のイノベーション



プログラミング x 女優
LEDで光る 
ペンダント 
8,900円

プログラミングで
もっとかわいく！



小学生に聞きました 

ゲーム好きな人？ → 100% 
ゲーム作ってみたい人？ → 100% 

じゃあ、つくってみよー



日本

韓国

アメリカ

スイス

フランス

ドイツ

イギリス

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

13～15歳 自分のパソコン保有率

内閣府「わが国と諸外国の若者の意識に関する調査」(2013年)より



小3でパソコンを買ってもらった！ 
プログラミングのきっかけMSX



じぶんでくみたてるパソコン 

IchigoJam 1,500円～



ラズパイより、簡単に！ 
電源入れたら即、BASIC
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普通のパソコン IchigoJam

CPU 2GHz 50MHz（40分の1）

メモリ 4GB 4kB (100万分の1）

HDD/SSD 128GB 4kB（3200万分の1）

提供 完成版 組み立てキット！

IchigoJamが安い理由

* 1kB = 1024byte = アルファベットや数字など1024文字分
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アルファベットの大文字なら
幼児でも探して打てる！

https://www.amazon.co.jp/dp/B005LL9J9G/



チャレンジしよう 
（学生、大人も投稿OK！）



科学好き、プログラミング好きを増やそう！ 
by さくらインターネット / jig.jp など合同企画



IoT水位センサー 3万円 vs 既存2000万円
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IoT / AI 時代のリテラシー 
情報セキュリティ人材育成事業＠高知高専
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→ ねこがトイレにいくと通知してくれるモノ 
http://fukuno.jig.jp/1518

ねこの健康状態をチェックするIoT
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水位計測IoT 

鯖江市 
LPWAのLoRa版 

sakura.io で 
水害予防



イノシシIoT 
見回り手間、大幅減

NHK 
おはよう日本 

（東海北陸地区） 
2015.12.7



IoTのT 

まずはTをつくってみる



T = ハード＋ソフト 

電子工作とプログラミング



電子工作 
＝ 

電子部品を 
コンピュータにつなぐ



OUT1
GND

したから６ばんめ 

ながいほう 

OUT1

GND 

うえから8ばんめ 

みじかいほう

LEDをコンピューターにつなごう 
（ちょっとぎょうぎがわるいけど）



プログラミング 
＝ 

コンピューターを操る



IchigoJam BASIC 
OK 
OUT1 

エンターキー

A



!

OUT 1

*

OK

シッテル！

（オーケー）
（アウト、ワン、エンター）



!

OKOUT 0
（アウト、ゼロ、エンター）

シッテル！



プログラミング嫌いを産まない工夫 
「考えてみよう」の廃止 

例）2回点滅させてみよう



OUT1:OUT0

コマンドをつなげる「:」（コロン）

（「け」のキー）



OKOUT1:OUT0
（さいごに、エンター）

おや？



100円のコンピューター 
1秒間に何回計算できる？

画像、LPC1114 秋月電子



１秒に5000万回！
画像、LPC1114 秋月電子



(C)TSUKUMO

IchigoJam iPhone パソコン スパコン京

5000万回 400億回 10兆回 1京回

IchigoJam 
何台分？→ 800台分 20万台分 2億台分

1500円 7万円 10万円 1120億円

(C)Apple
from Wikipedia



CC BY-SA Wikipedia

Apple I 
（アップル ワン）

1976年 iPhoneの会社
Apple社がつくった
世界初のパソコン

IchigoJam の性能は 
Apple I とだいたい同じ



[ESC]キー

とまって！

A



1 OUT1:WAIT10 
2 OUT0:WAIT10 
3 GOTO1 

F4 / F5

ひっさつくりかえし！



LEDゲーム 

とめてひかってたら、かち！



せっしょくセンサー



OUT1
GND

OUT2 

したから5ばんめ 

ワイヤーB、1ほん

IN1 うえから3ばんめ 

ワイヤーA、1ほん

ジャンパーワイヤーでつくる 

せっしょくセンサー



3 ?IN(1);:GOTO3

F5

ワイヤーをくっつけてみよう

D



3 IF IN(1)=0 WAIT60 
4 GOTO1

F4 / F5

くっつけたら、チカチカが・・・？

E



SAVE
F3、エンター

ほぞん（プログラムかきこみ）



1.テレビ
3.キーボード

4.ACアダプター

5.microUSB 

ケーブル

2.ビデオ 

ケーブル

スイッチOFF、テレビとキーボードをぬく

OFF



ボタンをおしながら、スイッチON

スイッチON

ボタンを 

おしながら



Tできた！



パナソニック洗濯機



ぜんぶ、だれかが 
プログラミングしたもの

画像、LPC1114 秋月電子



家にコンピューター 
何台ある？



はんだづけからはじめるプログラミング 

IchigoJam 1,500円～



自分で作るともっと楽しい 
中学校のはんだづけに！



1.テレビ
3.キーボード

4.ACアダプター

5.microUSB 

ケーブル

2.ビデオ 

ケーブル

IchigoJamのつなぎかた

ON

家庭のテレビか
4.3インチオンダッシュモニターなど

サンワサプライ SKB-L1UBK (PS/2対応USBキーボード)

100均 100均

100均(200円)



LOAD
F2でもOK

よみこんでみよう



LIST
F4 おもいだしたよ

リスト（プログラムみせて）



Tにネットをつないで 

IoTをつくろう



インターネットは 
コンピュータが 

たくさんつながったもの

100億台くらい



2台だけのネットワークを 
つくろう



GND

ジャンパーでつくるネットワーク

GND

TXD

RXD

CN3

CN3IchigoJam A

IchigoJam B
?”NEW

IchigoJam Aでやってみよう

F

?”OUT1 
?”OUT0



遠隔操作されない防衛法 
(IchigoJam B 上で) 
UART 1,0 

 
遠隔操作、許可するには 
UART 1,1



GND

そうごにつないでチャット！

GND

TXD

RXD

CN3

CN3IchigoJam A

IchigoJam B?”'HELLO

IchigoJam AかB、おたがいじゅんばんにやってみよう

TXD

RXD

G



Syntax error の連鎖 
とめるには、ワイヤーをどこか抜く

?A



インターネットは 
コンピュータが 

たくさんつながったもの

100億台くらい



+
IchigoJam sakura.io モジュール+基板

IoT対応IchigoJam互換機「IchigoSoda」



60 IoT.OUT N

インターネットに
おくろう

とちゅうかいぎょうせず、 

いっきにうちこんで 

エンター 

F5でためそう

IoTの「I」
Q

http://sabae.cc/sakura/



5 IF IoT.IN()=0 GOTO5 

ネットから 
IchigoJam

ネットからのしんごうでスタート 
（いっせいスタートがつくれる！）

スマホからスタート
R

http://sabae.cc/sakura/
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現代 web 次世代 web

インターフェイス スマホ メガネ

データ HTML オープンデータ

計測 大型計測施設 格安 IoT

判断 カンと経験 AI (EBPM)

担当者 行政、企業、個人 インクルーシブ

未来のweb = IoT



部屋まるごとコンピューター 
↓ 

デスクトップパソコン 
↓ 

ノートパソコン 
↓ 

スマートフォン 
↓ 

めがね、車、冷蔵庫、筆箱・・・

T
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こんな調子で・・・



ロボットのきほん、サーボをうごかそう



1 PWM2,140:WAIT60 
2 PWM2,50:WAIT60 
3 GOTO1



圧電サウンダー 
30円

SOUND 
(SND)

GND

BEEP 

BEEP 5 

BEEP 10,30 

PLAY”CDE”

S



温度センサー（精度が違う） 
40円～500円

-40～125℃ ±4℃ 
40円

-40～105℃ ±0.5℃ 
500円



10 OUT1,-1:OUT2,1 
20 ?ANA(5) 
30 WAIT10:GOTO20

おんどセンサー

GND 
OUT1 
OUT2 (VCC)

T



10 OUT1,-1:OUT2,1 
15 LED0 
20 ?ANA(5) 
25 IF ANA(5)>290 LED1 
30 WAIT10:GOTO20

あつくなったら、エアコンつける！
U



自分の周りの困り事は？ 
最近イライラは？ 

プログラミングで解決しちゃうかも



自分で学ぼう



学び方を学ぶ

http://ichigojam.net/print/

IchigoJamプリント
シンプルなA5印刷用ネット教材



学び方を学ぶ

http://ichigojam.net/IchigoJam.html



http://pcn.club/
拡張キットもいろいろあるよ



「教える」という「学び方」



BASICからマシン語へ 
http://fukuno.jig.jp/1184 

Armマシン語入門 連載12記事

入門からコンピューターの真髄に迫るマシン語までカバー



PCNこどもプロコンに挑戦！ 
小中学生向けプログラミング＆電子工作コンテスト

PCNこどもプロコン 
http://pcn.club/contest/



チャンピオンの賞品に
パソコン提供中



小５プログラマー



3Dプリンター

iPhone/Androidアプリ

こどもパソコンから本格パソコン、クラウドへ
ステップアップでもっと楽しい

いろいろつくろう





https://www.youtube.com/watch?v=ZapuZvRatKw



⮚ךزحؗأ٦كךي٦ث涪罏
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メカ担当：MASAHARU（中2） 
基板担当：MISAKI（高２）

https://hanadojo.official.ec/items/8611440
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生存 安全 必要 尊敬 自己実現

大人 金 
信用

政治 
力

仕事 
家族

仕事 
家族

こども
学生

親

こども・学生は自己実現欲求まで一直線！

٦妜実媮ꥡ铡ٗؤو



ご当地 IchigoJamと 
子供によるプログラミング教育

栃木県立栃木工業高校生によるご当地IchigoJam「SkyBerryJAM」 
スカイベリーは、栃木のブランドイチゴ 

http://www.tochigi-edu.ed.jp/tochigikogyo/nc2/index.php?page_id=212



http://www.tochigi-edu.ed.jp/tochigikogyo/nc2/index.php?key=jo1imo0bx-165



すべてのこどもたちに 
プログラミングを

http://pcn.club/



プログラミング教室 for ルワンダキッズ 
KidsVenture & PCN



MangoJam
フィリピンのこどもたちへ

http://fukuno.jig.jp/2156



代表は中学2年生、PCN福大附属！
http://fukuno.jig.jp/2094


