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30秒で
クイックスタート

バッテリーとケーブルを
ブルーのモジュールへ

接続

電源を入れる ピンクのモジュールは
その後に接続された
モジュールに作用します

グリーンのモジュールは
「何か」の働きをします



 警告
この注意事項を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性があります。
・本製品はマグネットを使用しています。誤って飲み込んでしまった場合は直ちに医師に相談してください。
・本製品は小さな部品から成っています。3歳未満の子供の近くで本製品を使用することを推奨しません。
・littleBitsのモジュールは静電気により壊れる場合があります。取扱にはご注意ください。
・littleBitsのモジュールをAC電源に接続しないでください。
・修理、部品の交換などで、取扱説明書に書かれていること以外は絶対にしないでください。 
・製品が動作しているときには稼働部品に触れたり、押さえたりしないでください。
・アルミニウム箔、ステープル、クリップなどの導電性材料を回路やコネクタ端子に近づけないでください。
・使用しないときには必ず回路の電源を切ってください。電源を入れたまま放置しないでください。
・風呂場など水気のある場所、雨天時の野外のように湿気の多い場所、水滴のかかる場所、振動の多い場
所、ホコリの多い場所、直射日光の当たる場所、暖房機器の近くなどの温度が極端に高い場所で使用や保
管はしないでください。

・本製品の上に花瓶のような液体が入ったものを置かないでください。
・本製品に液体をこぼさないでください。濡れた手で本製品を使用しないでください。

注意
本キットに記載されている幾つかのプロジェクトは、カッターやホット・メルトを使用します。これらの道具は保
護者の監督下においてのみご使用ください。

乾電池取扱の注意
9ボルトのアルカリ電池または二次電池を使用することができます。電池が消耗した場合には適切に交換し破
棄してください。2つ以上のバッテリーを接続しないでください。

手入れ
・外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、強燃性のポリッシャーは使用しないでく
ださい。乾いた布のみ使用可能です。

お問い合わせはこちら。　jp.littleBits.com/
Deluxe Kitには5,000,000とおり以上の組み合わせがあります。
jp.littleBits.com/mathmagic

保証規定（必ずお読みください）
本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類（ヘッドホンなど）は保証の対象になりません。
保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。
1. 本保証書の有効期間はお買い上げ日より 1 か年です。
2.次の修理等は保証期間内であっても有料修理となります。

・消耗部品（電池、スピーカー、真空管、フェーダーなど）の交換。
・お取扱い方法が不適当のために生じた故障。
・天災（火災、浸水等）によって生じた故障。
・故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
・不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
・本保証書の提示がない場合。
 尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より 3 か月以内に限り
無償修理いたします。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  this warranty is valid only in Japan.
4.お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、お客様相談
窓口までお問い合わせください。
5.修理、運送費用が製品の価格より高くなることがありますので、あらかじめお客様相談窓口へご相談くださ
い。発送にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
6.修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても一切行っておりません。
本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損傷につきましては、弊社はいっさいの責任を負
いかねますのでご了承ください。本保証書は、保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これより
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お願い
1. 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証
明できる領収書等と一緒に保管してください。
2.保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

 RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer or 
registrant of this equipment can void your authority to operate this equipment 
under Federal Communications Commissions rules.

 An open source project under Creative Commons license  and OSHW 
definition v1.1

Design and engineering by KORG Inc., Japan and littleBits Electronics, Inc. New 
York. Made in Dongguan City, CHINA for littleBits Electronics, Inc. New York.

littleBits, Bits, Circuits in Seconds, and Make Something That Does Something are 
trademarks of littleBits Electronics, Inc.

保証書
本保証書は、上記の保証規定により無料修理をお約束するものです。

アフターサービス
修理、商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

サービス・センター：〒168-0073東京都杉並区下高井戸1-15-12
輸入販売元：KORG import Division　〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015-2　www.korg.co.jp/KiD/

お客様相談窓口：  0570-666-569
PHs等一部の電話ではご利用できません。固定電話または携帯電話からおかけください。

受付時間　月曜〜金曜 10:00〜17:00 （祝祭日、窓口休業日を除く）

littleBits DelUXe Kit

お買い上げ日　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

販売店名 



make something that does somethingtm

作るための何かを作ろう



littleBitstm

入門
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CIRCUITS IN SECONDSTM

あっという間の回路作成
littleBitsはマグネットでくっつく
拡張可能な電子キットを作ってい
ます。

青と緑
は常に必

要です。

ピンク
とオ

レン
ジはその

間に並
べます。

2 5

littleBitsTM+
モジュールの組み合わせは始まり
にしかすぎません。様々な材料、
おもちゃと組み合わせることがで
きます。これからやり方を説明し
ます。

いろいろ色のルール
BitstM モジュールは４つのグループがあり、それぞれ
色で分けられています：
power(パワー) どんな回路にも必要です。ここか
らスタートします。
input(インプット) あなたや外界から操作を受け
て、後に続くモジュールに信号を送ります。
output(アウトプット) 光ったり、音を鳴らしたり、何
かを出力するモジュールです。 
wires（ワイヤー） プロジェクトの用途に合わせて、
モジュールの結線を延長したり、向きを変えたりする
ことができます。

4

磁石の魔法
littleBitstMモジュールは磁石で繋が
ります。磁石は常に正しい向きを向く
ので、間違って繋げてしまうことはあ
りません。

3

順番が重要 
パワー・モジュールは常に一番最
初に並びます。インプット・モジュ
ールは後ろに繋いだアウトプット
モジュール にしか効果がありませ
ん。

ハンダ付けなし

プログラミングなし
配線なし



パワーモジュールは9Vのバッテリーから他のBitsモ
ジュールに電力を送ります。同梱されているバッテ
リーとケーブルを繋いでスイッチをオンにすると動
作します。

スライド・ディマーBitは、スライド式のレバーが付
いたBitモジュールで、明るさを調節できる電気や、
レコーディング・スタジオのミキサーにあるフェーダ
ーと同じような働きがあります。

power p1 slide dimmer i5

パワーモジュールは
常に必要Bitstm

モジュール
について

Button i3これはDeluxe  Kit Version 1です。
もっと詳しい情報や個々のモジュールの購入は
こちらまで。 jp.littleBits.com/Bits

9Vバッテリーとケーブルはパッケージに入っています

ここで電源を

オン/オフします

いい感触です

スライドさせましょう

ボタンBitは大きくて丸く、押し心地のいいボタン式
スイッチのモジュールです。ボタンを押すとオンにな
り、はなすとオフになります。キーボードやエレベー
ターにあるボタンと同じです。



timeout i17sound trigger i20 pulse i16

作動させるために何
か音を出してみよう
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時計回りで
センサーの感度が
上がります

反時計回りでセン
サーの感度が落ち
ます

感度を調節
スピードを調節

サウンド・トリガーBitはお部屋の音を感知して、一定
のレベルになると「オン」の信号を送り出すモジュー
ルです。「オン」の信号を送り出すレベルは付属のド
ライバーで調節できます。LEDのBitモジュールをつ
ないで拍手や指パッチンをしてみましょう！

時計回りで早く

反時計回りで遅く

パルスBitは短い電子の心拍みたいなものです。短い
「オン」の信号を連続して送り出すモジュールで、「オ
ン」の信号の間隔を付属のドライバーで調節できま
す。LEDのBitモジュールをつなげば点滅セットので
きあがりです！

タイムアウトBitは、タイマーのモジュールです。ボタンBitとLEDのBitモジュールのあいだにつないでみましょ
う。ボタンBitのボタンを押してはなすと、タイマーがカウントダウンを始めます。「オン-オフ」モードでは、ボタ
ンBitのボタンを押してはなすとLEDのBitモジュールのLEDがすぐに点灯し、タイマーのカウントダウンが終わ
るとLEDが消えます。「オフ-オン」モードでは、ボタンBitのボタンを押してはなし、タイマーのカウントダウンが
終わるとLEDが点灯します。カウントダウンの長さは付属のドライバーで約1秒から5分の間で調節できます。

両方のモードを試してみよう

タイマーの

長さを調節

時計回りでタイマーを長く

反時計回りでタイマーを短く



do
 so

met
 hi

 ng
  y

ou
’ve 

 n
eve

 r
 don

 e
 be

fo 
re

inverter w10 wire w1Fork w7 latCh w8
フォークBitは3つまでのBitモジュールを同じ方向に
分岐して接続するときに便利なモジュールです。光る
モジュール、音が出るモジュール、動くモジュールな
どを同時に使いたいときなどに便利です。

インバーターBitは「オン」の信号が入ると「オフ」の信
号を送り出すというように、逆のことをするモジュー
ルです。

ボタンBitやトリガーのモジュールなど、瞬間的に「オ
ン」の信号を送り出すモーメンタリー・タイプのモジ
ュールからの信号を、オフになるまでオンの状態を
キープするトグル・タイプの信号に変換できるのが、
このラッチBitです。

ワイヤーBitはBitモジュール同士を離れた位置に置
きたいときに便利なモジュールです。例えばビルの
模型をつくり、屋上にライトを付けたい場合などに必
要になります。

4つの方向を決めます 論理的に
考えてみよう！

回路をON又はOFFの
状態に維持します プロジェクトを

つくるのに最適!



rgB led o3 light wire o16servo motor o11

好きな形に
曲げてみよう

前後にスウィングさせるなどのコントロールができるモジュールです。
ターン・モードでは、入ってきた信号に応じてアームの向きを動かすこ
とができます。例えば、ディマーBitでアームの向きをコントロールした
りすることもできます。スウィング・モードでは、アームを前後にスウィン
グさせることができ、入ってきた信号でそのスピードを変えられます。

RGB LED（レッド・グリーン・ブルー発光ダイオード）
Bitモジュールは、光の色を調節できる特別なライ
ト・モジュールです。付属のドライバーでレッド、グ
リーン、ブルーの各チャンネルを調節してほとんど
どんな色の光にもできます。

ライト・ワイヤーBitはワイヤー全体がブルーに光る
モジュールです。このワイヤーは「EL（エレクトロル
ミネッセンス）ケーブル」と呼ばれているもので、好
きな形にして光らせることができ、暗いところに最適
です。

両方のモードを
試してみよう

付属のサーボアーム
を試してみよう

ドライバーで調節

LED = 発光ダイオード

R-レッド
G-グリーン
B-ブルー

約120cmの光る
ワイヤー



BuZZer o6 dC motor o5

buzz

buzz

¡buzz

¡¡buzz

motormatetm a10 sCrewdriver a4

servo aCCessories

ブザーBitは名前のとおり、ブザー音が出るモジュー
ルです。「オン」の信号が入るといつでも鳴り出しま
す。ブザーBitを使ってドアベルやアラームを作って
みましょう！

DC（直流）モーターBitは「オン」の信号が入るとシャ
フトが回りだします。また、回転する方向を切り替え
られます。風車やクルマ、ヘリコプターなどいろいろ
なものを作ってみましょう！

モーターメイトはDCモーターのためのアクセサリー
です。ホイールや、紙、カードボードなどをDCモータ
ーに取り付けやすくします。シャフトの「D」の形をし
たところにスライドさせるだけです。LEGOTMの車軸
にも同様にフィットします。

この小さな紫色のドライバーは、
マイクロ・アジャスター付きのBit
モジュールを調節する時に使用
します。

サーボ・モーターは、プロジェク
トの作成に役立つアームをいく
つか同梱しています。プラスドラ
イバー（別売り）を使ってアーム
を変更して下さい。

スライド・ディマーBitと合わせ
て使うと最適

回転の方向を切り替える

注意！プラスドライバーは付属していません

マイクロアジャスターはここにあります！
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power
slide dimmer

buzzer

回路を
作ってみよう
ここが最初の一歩です。
でも可能性はこれだけではありません。
全てのモジュールがお互いに繋がります。
自由に試してみてください。

回路を回路を
作ってみよう作ってみよう
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自由に試してみてください。自由に試してみてください。

作ってみよう作ってみよう
でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。
全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。
自由に試してみてください。自由に試してみてください。

作ってみよう作ってみよう
て

ボリュームを上げよ
う！

ボリュームを上げよ
う！

slide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerボリュームを上げよ
う！

ボリュームを上げよ
う！

ボリュームを上げよ
う！

ボリュームを上げよ
う！

ボリュームを上げよ
う！

ボリュームを上げよ
う！

ボリュームを上げよ
う！

サイレン　サイレン　サイレン　サイレン　 slide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerボリュームを上げよ
う！

ボリュームを上げよ
う！

ボリュームを上げよ
う！

ボリュームを上げよ
う！

ボリュームを上げよ
う！

サイレン　サイレン　サイレン　サイレン　回路を回路を回路を回路を回路を回路を回路を回路を回路を回路を slide dimmer

powerpowerpower回路を回路を powerpowerpower回路を回路を回路を回路を回路を回路を回路を回路を回路を回路を回路を回路を
作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう

！
作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう作ってみよう

buzzer
buzzer

！さだ buzzer
buzzer
buzzer

だ
続し

buzzer続
接
続ここが最初の一歩です。ここが最初の一歩です。ここが最初の一歩です。ここが最初の一歩です。ここが最初の一歩です。ここが最初の一歩です。ここが最初の一歩です。ここが最初の一歩です。ここが最初の一歩です。

ーとでも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。 ねテ

でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。でも可能性はこれだけではありません。

れ
て

テ
バ全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。

入9V
バ全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。全てのモジュールがお互いに繋がります。

を
源

ず
9

自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。

電
源必

自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。自由に試してみてください。

回路を
buzzer

接
続し

ここが最初の一歩です。

ボリュームを上げよ
う！

サイレン　ボリュームを
上げよう！

slide dimmerサイレン　 slide dimmer回路を power回路を
作ってみよう作ってみよう作ってみよう

！ buzzer
てくだ

さ

と接

リ ！でも可能性はこれだけではありません。

テ

て

バ れ全てのモジュールがお互いに繋がります。

9

を
入

必 源自由に試してみてください。

電

音量を上げたり、
下げたりしてみよう！



           電源はここ

slide dimmerpower

servo

power sound trigger pulse

servo

power pulse buzzer

power light wire power button wire dC motor

timeoutbutton buzzerpower

付属のドライバーで
スピードを調整

曲げてみよう！

忘れずにバッテリーを
パワーモジュールに繋
ぎましょう

           電源はここ

           電源はここ

           電源はここ

swingモードでドライバーで
スピードを
調整しょう

turnモードで

源

源源

slide dimmerslide dimmer

sound triggersound trigger

turnモードでturnモードで

swingモードで

power

power

ここ

付属のドライバーで付属のドライバーで
スピードを調整スピードを調整

light wirelight wire

power

はこ

power

忘れずにバッテリーを忘れずにバッテリーを
パワーモジュールに繋パワーモジュールに繋
ぎましょうぎましょう

dC motordC motor

buzzerbuzzerbuzzerpulsepulsepulseslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmer buzzerbuzzertimeouttimeouttimeouttimeoutbuttonbuttonbuttonpowerpowerbuzzerbuzzerbuzzerpulsepulsepulsepowerpowerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerpowerpowerpower

turnモードでturnモードでturnモードでturnモードでturnモードでturnモードでturnモードでturnモードで

付属のドライバーで付属のドライバーで付属のドライバーで付属のドライバーで付属のドライバーで付属のドライバーで付属のドライバーでservoservoservo 付属のドライバーで付属のドライバーで付属のドライバーで
スピードを調整
付属のドライバーで
スピードを調整
付属のドライバーで
スピードを調整
付属のドライバーで
スピードを調整
付属のドライバーで
スピードを調整こ こ源電スピードを調整スピードを調整スピードを調整スピードを調整スピードを調整こは電 電

dC motordC motordC motorwirewirebuttonbuttonbuttonlight wirelight wirelight wirepulsepulsesound triggersound triggersound triggersound trigger dC motordC motordC motorwirewirebuttonbuttonbuttonpowerpowerlight wirelight wirelight wirepowerpowerpulsepulsesound triggersound triggersound triggersound triggerpowerpowerpower

曲げてみよう！曲げてみよう！曲げてみよう！曲げてみよう！曲げてみよう！曲げてみよう！曲げてみよう！曲げてみよう！曲げてみよう！曲げてみよう！

忘れずにバッテリーを忘れずにバッテリーを忘れずにバッテリーを忘れずにバッテリーを忘れずにバッテリーを忘れずにバッテリーを忘れずにバッテリーを忘れずにバッテリーをservoservo 忘れずにバッテリーを
パワーモジュールに繋
忘れずにバッテリーを
パワーモジュールに繋
忘れずにバッテリーを
パワーモジュールに繋
忘れずにバッテリーを
パワーモジュールに繋
忘れずにバッテリーを
パワーモジュールに繋
忘れずにバッテリーを
パワーモジュールに繋
忘れずにバッテリーを
パワーモジュールに繋こ源電

swingモードでswingモードでswingモードでswingモードでドライバーでドライバーでドライバーでドライバーでこは電 パワーモジュールに繋パワーモジュールに繋パワーモジュールに繋パワーモジュールに繋パワーモジュールに繋パワーモジュールに繋
ぎましょう
パワーモジュールに繋
ぎましょう源電

スピードをスピードをスピードをスピードを
は電

ぎましょうぎましょうスピードを
調整しょう
スピードを
調整しょう
スピードを
調整しょう
スピードを
調整しょう調整しょう調整しょう調整しょう調整しょう

slide dimmer pulse buzzer timeoutbutton buzzer

turnモードで

servo 付属のドライバーで
スピードを調整 こここ 電源

power sound trigger pulse light wire button wire dC motor

曲げてみよう！

忘れずにバッテリーを

電源はこ パワーモジュールに繋電源はこswingモードで
ぎましょうスピードを

調整しょう

バッテリーケーブルをお忘れずに！
off/on
モードで

時間を調整しよう

回転させよう

servo の使い方
SERVOの位置を調整しよう。

ロボット・アーム
SERVOの速さと向きの調整をしてみよう。

ノイズ・メーカー 自分のリズムを作ってみよう。

ネオンサイン 自分の考えを照らし出そう。

タイマー 目覚まし時計を作ってみよう。

dC motorの使い方 MOTORの仕組みを理解しよう。



           電源はここ

           電源をいれてね

sound trigger latch rgB led power

power

buzzerslide dimmerfork

wire
dC motor

pulse

rgB led

power inverter rgB ledbutton

power sound trigger timeout dC motor dC motorpower pulse

power

powerpower

sound triggersound trigger

sound triggersound trigger

rgB led rgB led buttonbutton

power

power

slide dimmerslide dimmer

dC motor

rgB ledrgB ledrgB ledinverterinverterinverterbuttonbuttonrgB led rgB led latchlatchsound triggersound triggersound triggersound trigger
buzzerbuzzerbuzzerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerfork

rgB ledrgB ledrgB ledinverterinverterinverterbuttonbuttonpowerpowerpowerrgB led rgB led latchlatchsound triggersound triggersound triggersound triggerpowerpower
buzzerbuzzerbuzzerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerfork

powerpower

pulsepulseこ電 pulsepulseこ源は電

rgB ledrgB ledrgB ledrgB led

dC motordC motordC motordC motordC motordC motordC motordC motortimeouttimeouttimeoutsound triggersound triggersound triggersound triggerpowerpower dC motordC motordC motordC motorpulsepulsepowerpowerdC motordC motordC motordC motortimeouttimeouttimeoutsound triggersound triggersound triggersound triggerpowerpower

wirewire
dC motordC motordC motor

ねてて
いを源 いを源

buzzerslide dimmerfork

rgB led

dC motor

sound trigger latch rgB led inverter rgB ledbutton

電源はここ pulse

power sound trigger timeout dC motor dC motorpulse

wire

てね

電源をい

手を叩こう 手を叩いて電気をつけたり消したりしよう。

タイム・モーション DC MOTORが回転する時間を決めよう。

逆のことをしよう Inverterの仕組みを理解しよう。

クロック DC MOTORを秒針の動きに。

レスキュー サイレン、ライト、動きを同時に！

そう！
バッテリー・ケーブルを
忘れずに！

感度を調整しよう

off/on
モードで ドライバーで時間を

調整しよう

ドライバーで色を
調整しよう

ドライバーでスピードを
調整しよう

忘れずに
バッテリーを
パワーモジュールに
繋いでね



羽

必ずバッテリーをパ
ワーモジュールに繋ぎ
ましょう

伸ばしたり、曲げたりするた
めのワイヤーです

これを付け足します

色んな素材で試してみよう！

1

3

2
回転

さ
せ
よう

所要時間: 15 分
難易度:

power wire dC motor

motormate

必

要なもの

プロジェクト
こちょこちょマシーン
ドッキリ握手
自動挨拶
クレーン・トラック
アート・ボット
ダンシング・サイン
光るハンドル

バースデー・キャンドル
ストンピング・シューズ
サプライズ・パーティー
揺らぐランターン
キャット・ナップ
ユニホーン・ヘルメット
警笛三輪車
ロボット

試したあとは
自分で

発明してみよう

プロジェクト 1:  エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？

コチョコチョマシーン
この回路から始めよう

更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe

プロジェクトプロジェクト
こちょこちょマシーン
ドッキリ握手
自動挨拶
クレーン・トラック
アート・ボットアート・ボット
ダンシング・サイン
光るハンドル

プロジェクトプロジェクト

更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe

プロジェクトプロジェクト
バースデー・キャンドル
ストンピング・シューズ
サプライズ・パーティー
揺らぐランターン
キャット・ナップキャット・ナップ
ユニホーン・ヘルメット
警笛三輪車

更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe

試したあとは

発明してみよう

プロジェクト 1:  

コチョコチョマシーン
この回路から始めよう

必ずバッテリーをパ
ワーモジュールに繋ぎ

15 

エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？

コチョコチョマシーン

伸ばしたり、曲げたりするた

エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？

dC motor

これを付け足します
motormate

色んな素材で試してみよう！

3
うう

転転
ささ
せ

エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？

コチョコチョマシーン
エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？

コチョコチョマシーン
エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？

コチョコチョマシーン
エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？

コチョコチョマシーン
エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？

コチョコチョマシーン
エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？

コチョコチョマシーン
エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？

コチョコチョマシーン
エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？

コチョコチョマシーン
エレクトロニクスはどう笑いに貢献できるか？

コチョコチョマシーン
プロジェクト 1:  

コチョコチョマシーン
プロジェクト 1:  

コチョコチョマシーン
プロジェクト 1:  

コチョコチョマシーン
プロジェクト 1:  

コチョコチョマシーン
プロジェクト 1:  

コチョコチョマシーン
試したあとは
自分で

発明してみよう

試したあとは
自分で

発明してみよう

試したあとは

発明してみようプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

回回転

dC motordC motordC motordC motorwirewire

この回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めよう

power

この回路から始めよう

power

この回路から始めよう

power

この回路から始めよう

power

バースデー・キャンドル

サプライズ・パーティー

バースデー・キャンドル
ストンピング・シューズ
サプライズ・パーティー

バースデー・キャンドル
ストンピング・シューズ
サプライズ・パーティー

バースデー・キャンドル
ストンピング・シューズ
サプライズ・パーティー
揺らぐランターン

バースデー・キャンドル
ストンピング・シューズ
サプライズ・パーティー
揺らぐランターン
キャット・ナップ

バースデー・キャンドル
ストンピング・シューズ
サプライズ・パーティー
揺らぐランターン
キャット・ナップ

バースデー・キャンドル
ストンピング・シューズ
サプライズ・パーティー
揺らぐランターン
キャット・ナップ

プロジェクト
バースデー・キャンドル
ストンピング・シューズ
サプライズ・パーティー
揺らぐランターン
キャット・ナップ

プロジェクト
バースデー・キャンドル
ストンピング・シューズ
サプライズ・パーティー
揺らぐランターン
キャット・ナップ

プロジェクト
バースデー・キャンドル
ストンピング・シューズ
サプライズ・パーティー
揺らぐランターン
キャット・ナップ

プロジェクト
バースデー・キャンドル
ストンピング・シューズ
サプライズ・パーティー
揺らぐランターン
キャット・ナップ

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
こちょこちょマシーン

プロジェクト
こちょこちょマシーン

クレーン・トラック

プロジェクト
こちょこちょマシーン

クレーン・トラック

プロジェクト
こちょこちょマシーン
ドッキリ握手

クレーン・トラック
アート・ボット

プロジェクト
こちょこちょマシーン
ドッキリ握手

クレーン・トラック
アート・ボット

プロジェクト
こちょこちょマシーン
ドッキリ握手
自動挨拶
クレーン・トラック
アート・ボット

プロジェクト
こちょこちょマシーン
ドッキリ握手
自動挨拶
クレーン・トラック
アート・ボット

プロジェクト
こちょこちょマシーン
ドッキリ握手
自動挨拶
クレーン・トラック
アート・ボット

プロジェクト
こちょこちょマシーン

クレーン・トラック
アート・ボット

プロジェクト

2
これを付け足しますこれを付け足しますこれを付け足しますこれを付け足しますこれを付け足しますこれを付け足します

伸ばしたり、曲げたりするた伸ばしたり、曲げたりするた伸ばしたり、曲げたりするた

の

伸ばしたり、曲げたりするた
めのワイヤーです

なも

伸ばしたり、曲げたりするた
めのワイヤーです

必

要

伸ばしたり、曲げたりするた
めのワイヤーです
伸ばしたり、曲げたりするた
めのワイヤーです
伸ばしたり、曲げたりするた
めのワイヤーです

必ずバッテリーをパ
ワーモジュールに繋ぎ

分

必ずバッテリーをパ
ワーモジュールに繋ぎ

所要時間

必ずバッテリーをパ
ワーモジュールに繋ぎ

所要時間
難易度

必ずバッテリーをパ
ワーモジュールに繋ぎ
ましょう

所要時間
難易度

必ずバッテリーをパ
ワーモジュールに繋ぎ
ましょう

所要時間
難易度

ユニホーン・ヘルメットユニホーン・ヘルメットユニホーン・ヘルメットユニホーン・ヘルメット
キャット・ナップ
ユニホーン・ヘルメット
キャット・ナップ
ユニホーン・ヘルメット
キャット・ナップ
ユニホーン・ヘルメット
警笛三輪車

キャット・ナップ
ユニホーン・ヘルメット
警笛三輪車
ロボット

キャット・ナップ
ユニホーン・ヘルメット
警笛三輪車
ロボット

キャット・ナップ
ユニホーン・ヘルメット
警笛三輪車
ロボット

キャット・ナップ
ユニホーン・ヘルメット
警笛三輪車

ダンシング・サインダンシング・サイン
アート・ボット
ダンシング・サイン
光るハンドル

アート・ボット
ダンシング・サイン
光るハンドル

アート・ボット
ダンシング・サイン
光るハンドル

アート・ボット
ダンシング・サイン
光るハンドル

アート・ボット
ダンシング・サイン
光るハンドル

アート・ボット
ダンシング・サイン
光るハンドル

色んな素材で試してみよう！色んな素材で試してみよう！色んな素材で試してみよう！色んな素材で試してみよう！色んな素材で試してみよう！色んな素材で試してみよう！色んな素材で試してみよう！色んな素材で試してみよう！
motormatemotormatemotormatemotormatemotormate

羽

難易度難易度難易度更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe
更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe
更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe
更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe
更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe
更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe
更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe
更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe
更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe
更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe
更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe
更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe
更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe
更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe
更に詳しい情報やプロジェクトがオンラインで
確認できます      jp.LittleBits.com/deluxe

転転プロジェクト コチョコチョマシーン

アート・ボット キャット・ナップ

これを付け足します
難易度

羽をmotorMateに
取り付けます

友達をくすぐってみよう
(ホコリ掃除にも便利！)

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15



伸ばそう

輪ゴム

power wire button wire buzzer

1

3

2

a�
��

�e
 ��

� 
i� 

必

要な
もの

プロジェクト 2: 友達を驚かせたいならやってみよう！
ドッキリ握手

この回路から始めよう

所要時間: 15 分
難易度     :

littleBitsを使って
いたずらするのに最適！

プロジェクト 2: プロジェクト 2: 

ドッキリ握手
この回路から始めようこの回路から始めよう

power

所要時間所要時間
難易度     難易度     

友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！

wirewire

もも

輪ゴム

友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！

buttonbutton

littleBitsを使って
いたずらするのに最適！いたずらするのに最適！

wirewire

伸ばそう

buzzerbuzzer

友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！プロジェクト 2: プロジェクト 2: プロジェクト 2: プロジェクト 2: プロジェクト 2: 友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！友達を驚かせたいならやってみよう！
ドッキリ握手

友達を驚かせたいならやってみよう！
ドッキリ握手

友達を驚かせたいならやってみよう！
ドッキリ握手

友達を驚かせたいならやってみよう！
ドッキリ握手
プロジェクト 2: 

ドッキリ握手
プロジェクト 2: 

ドッキリ握手
プロジェクト 2: 

ドッキリ握手
プロジェクト 2: 

ドッキリ握手
プロジェクト 2: 

ドッキリ握手ドッキリ握手ドッキリ握手
この回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めよう

buzzerbuzzerbuzzerwirewirebuttonbuttonbuttonwirewire buzzerbuzzerbuzzerwirewirebuttonbuttonbuttonwirewirepowerpower

伸ばそう伸ばそう

littleBitsを使ってlittleBitsを使ってlittleBitsを使ってlittleBitsを使ってlittleBitsを使ってlittleBitsを使って
いたずらするのに最適！いたずらするのに最適！いたずらするのに最適！いたずらするのに最適！いたずらするのに最適！いたずらするのに最適！いたずらするのに最適！いたずらするのに最適！いたずらするのに最適！いたずらするのに最適！いたずらするのに最適！いたずらするのに最適！いたずらするのに最適！いたずらするのに最適！

の
要要

分15 所要時間所要時間所要時間 分15 所要時間
難易度     
所要時間
難易度     
所要時間
難易度     難易度     難易度     難易度     

輪ゴム

2ドッキリ握手
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�e
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i� 

難易度     :

プロジェクト 2: 友達を驚かせたいならやってみよう！
ドッキリ握手
1 この回路から始めよう

wire button wire buzzer

a�
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�e
 ��

� 
i� 

伸ばそう a�
��

�e
 ��

� 
i� 

いたずらするのに最適！

3要な
もなもな の

必所要時間: 15 分

手と腕に回路をのせて、
輪ゴムで固定します

さあ、友達と握手をして
驚かせてみよう！

回路を袖の下に
かくします



a�
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�e
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� 
i� 

power pulse

servo

1 この回路から始めよう

画用紙に手の形をトレース
して切り抜きます

2

swingモードで

画用紙ハサミマーカー

servoで生命を与
えよう！

切り抜いた手形
にservoをテープ
で固定します

ドライバーでpulseを
調整して、手を振る速さを
決めます

3 4

大切な人に手を
振ってください

5

必

要な
もの

プロジェクト 3: SERVOを使って人が手を振る動きを再現してみよう

自動挨拶

テープ

所要時間: 15 分
難易度     :

a�
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�e
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i� 

a�
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�e
 ��

� 
i� 

プロジェクト 3: 

自動挨拶
この回路から始めようこの回路から始めよう

powerpower

所要時間所要時間
難易度     難易度     

SERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみよう

pulsepulse

必

要

必

SERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみよう

swingモードでswingモードで

SERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみよう

画用紙画用紙

画用紙に手の形をトレース画用紙に手の形をトレース
して切り抜きますして切り抜きます

33 ドライバーでpulseをドライバーでpulseを
調整して、手を振る速さを調整して、手を振る速さを
決めます

servoで生命を与
えよう！えよう！

大切な人に手を大切な人に手を
振ってください

55ドライバーでpulseをドライバーでpulseをドライバーでpulseをドライバーでpulseをドライバーでpulseをドライバーでpulseを4切り抜いた手形切り抜いた手形切り抜いた手形切り抜いた手形切り抜いた手形画用紙に手の形をトレース画用紙に手の形をトレース画用紙に手の形をトレース画用紙に手の形をトレース画用紙に手の形をトレース画用紙に手の形をトレース画用紙に手の形をトレース画用紙に手の形をトレース2SERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようプロジェクト 3: プロジェクト 3: プロジェクト 3: プロジェクト 3: プロジェクト 3: 
調整して、手を振る速さを調整して、手を振る速さを
ドライバーでpulseを
調整して、手を振る速さを
ドライバーでpulseを
調整して、手を振る速さを
ドライバーでpulseを
調整して、手を振る速さを
ドライバーでpulseを
調整して、手を振る速さを
ドライバーでpulseを
調整して、手を振る速さを
ドライバーでpulseを
調整して、手を振る速さを調整して、手を振る速さを

4切り抜いた手形
にservoをテープ
切り抜いた手形
にservoをテープ
切り抜いた手形
にservoをテープ
切り抜いた手形
にservoをテープ
切り抜いた手形
にservoをテープ

画用紙に手の形をトレース画用紙に手の形をトレース画用紙に手の形をトレース画用紙に手の形をトレース
して切り抜きます
画用紙に手の形をトレース
して切り抜きます
画用紙に手の形をトレース
して切り抜きます
画用紙に手の形をトレース
して切り抜きます
画用紙に手の形をトレース
して切り抜きます

2SERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみようSERVOを使って人が手を振る動きを再現してみよう

自動挨拶自動挨拶自動挨拶自動挨拶自動挨拶自動挨拶 調整して、手を振る速さを調整して、手を振る速さを調整して、手を振る速さを調整して、手を振る速さを調整して、手を振る速さを調整して、手を振る速さを調整して、手を振る速さを調整して、手を振る速さを調整して、手を振る速さをにservoをテープにservoをテープにservoをテープにservoをテープにservoをテープして切り抜きますして切り抜きますして切り抜きますして切り抜きますして切り抜きます自動挨拶自動挨拶
決めます決めますで固定しますで固定しますで固定しますで固定します

この回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めよう1

pulsepulsepowerpower pulsepulsepowerpower

swingモードでswingモードでswingモードでswingモードでswingモードでswingモードでswingモードでswingモードでservoservoservo
servoで生命を与servoで生命を与servoで生命を与servoで生命を与servoで生命を与servoで生命を与

えよう！えよう！えよう！えよう！

のな
大切な人に手を大切な人に手を大切な人に手を大切な人に手を大切な人に手を

のな
分15 所要時間所要時間所要時間 大切な人に手を大切な人に手を大切な人に手を大切な人に手を大切な人に手を分15 所要時間

難易度     
所要時間
難易度     
所要時間
難易度     振ってください振ってください振ってください振ってください難易度     難易度     難易度     

画用紙画用紙画用紙テープテープハサミハサミマーカーマーカーマーカー 画用紙画用紙テープテープハサミハサミマーカーマーカーマーカー

で固定します 決めます
自動挨拶
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�e
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i� 

難易度     

5画用紙に手の形をトレース2 切り抜いた手形 ドライバーでpulseを3 4プロジェクト 3: SERVOを使って人が手を振る動きを再現してみよう
して切り抜きます にservoをテープ 調整して、手を振る速さを自動挨拶

1 この回路から始めよう

power pulse

a�
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�e
 ��
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i� 

swingモードでa�
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�e
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� 
i� 

えよう！

なもの

大切な人に手を必分15 所要時間: 

画用紙ハサミマーカー テープ

必ずバッテリーを
パワーモジュール
に繋ぎましょう



          電源を入れてね

！

turnモードで

power

1 この回路から始めよう

輪ゴム

2 3 4

slide dimmer

クリップ アイス棒

Servoをアイス棒に
輪ゴムで固定します

クリップの先を曲げて
フック状にします

先端にクリップを
輪ゴムで固定します

必

要な
もの

servo

何かを拾ってみよう！

slide dimmerでアーム
のコントロールをします

所要時間: 30 分
難易度     :

何かを拾ってみよう！
テープやフォーク等も

試してみてね！

この回路から始めようこの回路から始めよう

power

！

ね

！

所要時間所要時間
難易度     難易度     

slide dimmerslide dimmer

なもなもなな

輪ゴム輪ゴム輪ゴム

servo

アイス棒アイス棒

Servoをアイス棒にServoをアイス棒に
輪ゴムで固定します

先端にクリップを先端にクリップを
輪ゴムで固定します輪ゴムで固定します

何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！
テープやフォーク等もテープやフォーク等も

クリップの先を曲げて
フック状にしますフック状にします

4

何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！

slide dimmerでアームslide dimmerでアーム
のコントロールをします

22
何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！

先端にクリップを先端にクリップを先端にクリップを先端にクリップを先端にクリップをこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めよう
slide dimmerでアームslide dimmerでアームslide dimmerでアームslide dimmerでアームslide dimmerでアームslide dimmerでアームslide dimmerでアームslide dimmerでアーム輪ゴムで固定します

先端にクリップを
輪ゴムで固定します
先端にクリップを
輪ゴムで固定します
先端にクリップを
輪ゴムで固定します
先端にクリップを
輪ゴムで固定します
先端にクリップを
輪ゴムで固定します

この回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めよう
slide dimmerでアームslide dimmerでアームslide dimmerでアームslide dimmerでアームslide dimmerでアームslide dimmerでアームslide dimmerでアームslide dimmerでアーム輪ゴムで固定します輪ゴムで固定します輪ゴムで固定します輪ゴムで固定します輪ゴムで固定します輪ゴムで固定します

slide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmer のコントロールをしますのコントロールをしますのコントロールをしますのコントロールをしますのコントロールをしますのコントロールをしますのコントロールをしますslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerpowerpower

クリップの先を曲げてクリップの先を曲げてクリップの先を曲げてクリップの先を曲げてクリップの先を曲げてクリップの先を曲げてクリップの先を曲げて
フック状にしますフック状にしますフック状にしますフック状にしますフック状にしますフック状にしますフック状にしますフック状にしますフック状にしますフック状にします

turnモードでturnモードでturnモードでturnモードでturnモードでturnモードでturnモードでturnモードでservoservo

て
何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！何かを拾ってみよう！

て
入を源電 何かを拾ってみよう！

テープやフォーク等も
何かを拾ってみよう！
テープやフォーク等も
何かを拾ってみよう！
テープやフォーク等も
何かを拾ってみよう！
テープやフォーク等も
何かを拾ってみよう！
テープやフォーク等も
何かを拾ってみよう！
テープやフォーク等も
何かを拾ってみよう！
テープやフォーク等も

を源電

テープやフォーク等もテープやフォーク等もテープやフォーク等もテープやフォーク等もテープやフォーク等もテープやフォーク等もテープやフォーク等も
Servoをアイス棒にServoをアイス棒にServoをアイス棒にServoをアイス棒にServoをアイス棒にServoをアイス棒にServoをアイス棒に

の
要 試してみてね！試してみてね！試してみてね！試してみてね！試してみてね！試してみてね！Servoをアイス棒にServoをアイス棒にServoをアイス棒にServoをアイス棒にServoをアイス棒にServoをアイス棒にServoをアイス棒に

必

要

必

要

必分30 所要時間所要時間所要時間 試してみてね！試してみてね！試してみてね！試してみてね！試してみてね！試してみてね！
輪ゴムで固定します輪ゴムで固定します輪ゴムで固定します輪ゴムで固定します輪ゴムで固定します輪ゴムで固定します輪ゴムで固定します分30 所要時間

難易度     
所要時間
難易度     
所要時間
難易度     難易度     難易度     難易度     

アイス棒アイス棒アイス棒アイス棒アイス棒アイス棒アイス棒クリップクリップクリップクリップ輪ゴム輪ゴム アイス棒アイス棒アイス棒クリップクリップクリップ輪ゴム

何かを拾ってみよう！

フック状にします

難易度     :

2 3

1 この回路から始めよう 先端にクリップを
輪ゴムで固定します slide dimmerでアーム

slide dimmer

turnモードで

！

てね
電源を入 何かを拾ってみよう！

テープやフォーク等も
Servoをアイス棒に要な

もなもな の
試してみてね！

輪ゴムで固定します

必所要時間: 30 分

輪ゴム クリップ アイス棒

プロジェクト 4 :  SERVOでものを拾う方法
クレーン・トラック



power dC motor

1 この回路から始めよう

これも使います 
motormate

2 3

DC motorの下にバッテリーを
置いて、輪ゴムで固定します

¡必ずバッテリーを
パワーモジュールに

繋ぎましょう

motorMate
をのせてます

マーカー、木炭などの
描く道具を輪ゴムで

縛り付けます
画用紙の上において

発進！
絵を描かせてみよう！

4

木炭 輪ゴムマーカー

目印が描けるものなら
何でも大丈夫です

必

要な
もの

ちょうどいい車軸や、
車輪がない？
作りましょう！

LEGOtm等の
車軸と車輪を使います

所要時間: 30 分
難易度     :

LEGOtm 

の車軸
車輪

ほかにどんな
もので描くことが
できるでしょう？

プロジェクト 5 :  自動で絵を描く

アート・ボット
プロジェクト 5 :

アート・ボット
この回路から始めようこの回路から始めよう

power

必ずバッテリーを必ずバッテリーを
パワーモジュールにパワーモジュールに

所要時間所要時間
難易度     難易度     

  自動で絵を描く  自動で絵を描く

dC motordC motor

要

必

要

必

要

必必

これも使います
motormate

目印が描けるものなら目印が描けるものなら
何でも大丈夫です何でも大丈夫です

motorMate
をのせてますをのせてます

tm tm 

の車軸の車軸

マーカー、木炭などの
描く道具を輪ゴムで描く道具を輪ゴムで

DC motorの下にバッテリーを
置いて、輪ゴムで固定します

ちょうどいい車軸や、ちょうどいい車軸や、
車輪がない？車輪がない？
作りましょう！作りましょう！

車軸と車輪を使います車軸と車輪を使います

画用紙の上において画用紙の上において

絵を描かせてみよう！

4  自動で絵を描く  自動で絵を描く  自動で絵を描く  自動で絵を描く  自動で絵を描く  自動で絵を描くプロジェクト 5 :プロジェクト 5 :プロジェクト 5 :プロジェクト 5 :プロジェクト 5 :
ほかにどんなほかにどんなほかにどんなほかにどんなほかにどんな

  自動で絵を描く  自動で絵を描く  自動で絵を描く

アート・ボット
  自動で絵を描く

アート・ボット
  自動で絵を描く

アート・ボット
  自動で絵を描く

アート・ボットアート・ボットアート・ボットアート・ボットアート・ボットアート・ボット もので描くことがもので描くことがもので描くことがもので描くことがもので描くことがもので描くことがマーカー、木炭などのマーカー、木炭などのマーカー、木炭などのマーカー、木炭などのマーカー、木炭などのマーカー、木炭などのマーカー、木炭などのアート・ボット
画用紙の上において画用紙の上において画用紙の上において画用紙の上において画用紙の上において画用紙の上において画用紙の上において画用紙の上において

できるでしょう？できるでしょう？できるでしょう？できるでしょう？できるでしょう？描く道具を輪ゴムで描く道具を輪ゴムで描く道具を輪ゴムで描く道具を輪ゴムで描く道具を輪ゴムで描く道具を輪ゴムで
2この回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めよう 画用紙の上において画用紙の上において画用紙の上において

発進！
画用紙の上において

発進！
画用紙の上において

発進！
画用紙の上において画用紙の上において

できるでしょう？できるでしょう？できるでしょう？できるでしょう？できるでしょう？描く道具を輪ゴムで描く道具を輪ゴムで
縛り付けます

描く道具を輪ゴムで
縛り付けます

描く道具を輪ゴムで
縛り付けます

描く道具を輪ゴムで
縛り付けます

描く道具を輪ゴムで
2この回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めようこの回路から始めよう1

発進！発進！発進！縛り付けます縛り付けます縛り付けます縛り付けます

dC motordC motordC motordC motor 絵を描かせてみよう！絵を描かせてみよう！絵を描かせてみよう！絵を描かせてみよう！絵を描かせてみよう！絵を描かせてみよう！絵を描かせてみよう！絵を描かせてみよう！motorMatemotorMatemotorMatedC motordC motordC motordC motorpowerpower
をのせてますをのせてますをのせてますをのせてますをのせてますをのせてますをのせてますをのせてます

これも使いますこれも使いますこれも使いますこれも使いますこれも使います
motormatemotormatemotormatemotormatemotormate

必ずバッテリーを必ずバッテリーを必ずバッテリーを必ずバッテリーを必ずバッテリーを必ずバッテリーを
目印が描けるものなら目印が描けるものなら目印が描けるものなら目印が描けるものなら目印が描けるものなら目印が描けるものなら

必ずバッテリーを
パワーモジュールに
必ずバッテリーを

パワーモジュールに
必ずバッテリーを

パワーモジュールに
必ずバッテリーを

パワーモジュールに
必ずバッテリーを

パワーモジュールに
必ずバッテリーを

パワーモジュールに DC motorの下にバッテリーをDC motorの下にバッテリーをDC motorの下にバッテリーをDC motorの下にバッテリーをDC motorの下にバッテリーをDC motorの下にバッテリーをDC motorの下にバッテリーをDC motorの下にバッテリーをDC motorの下にバッテリーを目印が描けるものなら
何でも大丈夫です

目印が描けるものなら
何でも大丈夫です

目印が描けるものなら
何でも大丈夫です

目印が描けるものなら
何でも大丈夫です

目印が描けるものなら
何でも大丈夫です

目印が描けるものなら
何でも大丈夫です

パワーモジュールにパワーモジュールにパワーモジュールに
繋ぎましょう

パワーモジュールに
繋ぎましょう

パワーモジュールに
繋ぎましょう

パワーモジュールに
繋ぎましょう 等の等のLEGOLEGO置いて、輪ゴムで固定します置いて、輪ゴムで固定します置いて、輪ゴムで固定します置いて、輪ゴムで固定します置いて、輪ゴムで固定します置いて、輪ゴムで固定します置いて、輪ゴムで固定します置いて、輪ゴムで固定します置いて、輪ゴムで固定します何でも大丈夫です何でも大丈夫です何でも大丈夫です何でも大丈夫です何でも大丈夫です何でも大丈夫です繋ぎましょう繋ぎましょう繋ぎましょう繋ぎましょう

車軸と車輪を使います車軸と車輪を使います車軸と車輪を使います車軸と車輪を使います車軸と車輪を使います車軸と車輪を使います車軸と車輪を使いますのなも 車軸と車輪を使います車軸と車輪を使います車軸と車輪を使います車軸と車輪を使います車軸と車輪を使います車軸と車輪を使います車軸と車輪を使います
ちょうどいい車軸や、ちょうどいい車軸や、ちょうどいい車軸や、ちょうどいい車軸や、ちょうどいい車軸や、ちょうどいい車軸や、ちょうどいい車軸や、

な
分30 所要時間所要時間所要時間 ちょうどいい車軸や、ちょうどいい車軸や、

車輪がない？
ちょうどいい車軸や、

車輪がない？
ちょうどいい車軸や、

車輪がない？
ちょうどいい車軸や、

車輪がない？
ちょうどいい車軸や、

車輪がない？
ちょうどいい車軸や、分30 所要時間

難易度     
所要時間
難易度     
所要時間
難易度     車輪がない？車輪がない？

作りましょう！
車輪がない？
作りましょう！
車輪がない？
作りましょう！
車輪がない？
作りましょう！

難易度     難易度     難易度     
作りましょう！作りましょう！作りましょう！作りましょう！

車輪車輪LEGOLEGO輪ゴム輪ゴム木炭木炭マーカーマーカーマーカー 車輪車輪LEGO
の車軸
LEGO
の車軸

輪ゴム輪ゴム木炭木炭マーカーマーカーマーカー
の車軸の車軸

マーカー、木炭などの もので描くことがアート・ボット

車輪がない？難易度     :

  自動で絵を描くプロジェクト 5 :

アート・ボット
画用紙の上において

できるでしょう？
1 この回路から始めよう 2 3

描く道具を輪ゴムで
縛り付けます 発進！

dC motor
をのせてます

必ずバッテリーを
DC motorの下にバッテリーを目印が描けるものならパワーモジュールに

置いて、輪ゴムで固定します何でも大丈夫です繋ぎましょう

車軸と車輪を使いますのなもなもな要 ちょうどいい車軸や、分30 所要時間: 必

作りましょう！
車輪tm LEGO輪ゴム木炭マーカー

の車軸



                電源はこ

こ
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これも使います 
motormate

swingモードで

必

要な
もの

power

1 この回路から始めましょう

2

3

pulse

サインボードをBitsモジュールに
はめ込みます

motorMateに
差し込みます servoにテープで

固定します

厚紙から2種類のサインボードを作ります 4 

dC motor inverter

servo

テープ 画用紙ハサミマーカ

それぞれの動きを観察しよう！

スピードを
調整

色んな形やサインを
考えてみよう！

所要時間: 30 分
難易度     :

この回路から始めましょうこの回路から始めましょう

power

こここ

所要時間所要時間
難易度     難易度     

この回路から始めましょうこの回路から始めましょう

スピードを

なもなもなな

マーカマーカ

servo

motorMateにmotorMateに
差し込みます差し込みます

厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります

サインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールに
はめ込みますはめ込みます

servoにテープでservoにテープで
固定します固定します

厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります

色んな形やサインを色んな形やサインを
考えてみよう！考えてみよう！

4 

それぞれの動きを観察しよう！

厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります厚紙から2種類のサインボードを作ります

この回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょう
色んな形やサインを色んな形やサインを色んな形やサインを色んな形やサインを色んな形やサインを色んな形やサインを色んな形やサインを

この回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょう
色んな形やサインを色んな形やサインを色んな形やサインを

考えてみよう！
色んな形やサインを

考えてみよう！
色んな形やサインを

考えてみよう！
色んな形やサインを

考えてみよう！
色んな形やサインを

inverterinverterinverterinverterpulsepulse 考えてみよう！考えてみよう！考えてみよう！考えてみよう！inverterinverterinverterinverterdC motordC motordC motordC motordC motorpulsepulsepowerpower

サインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにswingモードでswingモードでswingモードでswingモードでswingモードで サインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールに
はめ込みます

サインボードをBitsモジュールに
はめ込みます

サインボードをBitsモジュールに
はめ込みます

サインボードをBitsモジュールに
はめ込みます

サインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにサインボードをBitsモジュールにswingモードでswingモードでswingモードでswingモードでswingモードでservoservoスピードをスピードをスピードをスピードを はめ込みますはめ込みますはめ込みますはめ込みます
調整調整は

motorMateにmotorMateにmotorMateにmotorMateにこれも使いますこれも使いますこれも使いますこれも使いますこれも使いますこれも使います
調整調整

源は
電源

servoにテープでservoにテープでservoにテープでservoにテープでservoにテープでservoにテープで
motorMateに
差し込みます
motorMateに
差し込みます
motorMateに
差し込みます
motorMateに
差し込みますmotormatemotormatemotormatemotormatemotormatemotormate

電
servoにテープでservoにテープでservoにテープで
固定します
servoにテープで
固定します
servoにテープで
固定します
servoにテープで差し込みます差し込みます差し込みます差し込みます

の
要 それぞれの動きを観察しよう！

固定します固定します固定します

必

要

必

要

必分30 所要時間所要時間所要時間 分30 所要時間
難易度     
所要時間
難易度     
所要時間
難易度     難易度     難易度     難易度     

画用紙画用紙画用紙画用紙テープテープテープハサミハサミマーカ 画用紙画用紙画用紙テープテープハサミハサミマーカ

難易度     :

2 厚紙から2種類のサインボードを作ります

1 この回路から始めましょう
色んな形やサインを

考えてみよう！pulse dC motor inverter

swingモードで 3 サインボードをBitsモジュールに

こ
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調整
源は
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motorMateに電
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servoにテープで差し込みます

それぞれの動きを観察しよう！要な
もなもな の 固定します

それぞれの動きを観察しよう！必分30 所要時間: 

画用紙テープハサミマーカ

プロジェクト 6: inverterを使って2つのモジュールに反対の動作を同時にさせるには？
ダンシング・サイン



power light wire

1 この回路から始めます

バッテリーケーブルをバッテリーに
巻きつけ、輪ゴムで固定します

自転車のハンドル・ポストに回路を
ヒモで結びつけます

注意！！このライトは
あくまでもデコレーションです

夜道を照らすライトは
別にご準備ください

2 3

バッテリーを忘れずに
パワーモジュールに
繋げよう！

Light Wireをハンドルに巻
きつけて準備完了！

4

自転車

必

要な
もの

ここも

ここにも

ヒモ

em
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輪ゴム

ほかにどんな所に
light Wireを
巻き付けられるでしょう？
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この回路から始めますこの回路から始めます

power

バッテリーを忘れずにバッテリーを忘れずに
パワーモジュールにパワーモジュールに
繋げよう！繋げよう！

light wirelight wire

要

必

要

必

要

必必

バッテリーケーブルをバッテリーにバッテリーケーブルをバッテリーに
巻きつけ、輪ゴムで固定します巻きつけ、輪ゴムで固定します

自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を
ヒモで結びつけますヒモで結びつけます

ほかにどんな所にほかにどんな所に
light Wireを
巻き付けられるでしょう？

ここもここも

ここにも

Light Wireをハンドルに巻
きつけて準備完了！
Light Wireをハンドルに巻

注意！！このライトは
あくまでもデコレーションです

夜道を照らすライトは
別にご準備ください別にご準備ください

4自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を3バッテリーケーブルをバッテリーにバッテリーケーブルをバッテリーにバッテリーケーブルをバッテリーにバッテリーケーブルをバッテリーにバッテリーケーブルをバッテリーにバッテリーケーブルをバッテリーにバッテリーケーブルをバッテリーにバッテリーケーブルをバッテリーにバッテリーケーブルをバッテリーにバッテリーケーブルをバッテリーに
Light Wireをハンドルに巻Light Wireをハンドルに巻Light Wireをハンドルに巻Light Wireをハンドルに巻Light Wireをハンドルに巻Light Wireをハンドルに巻Light Wireをハンドルに巻

自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を自転車のハンドル・ポストに回路を
ヒモで結びつけます
自転車のハンドル・ポストに回路を
ヒモで結びつけます
自転車のハンドル・ポストに回路を
ヒモで結びつけます
自転車のハンドル・ポストに回路を
ヒモで結びつけます
自転車のハンドル・ポストに回路を
ヒモで結びつけます
自転車のハンドル・ポストに回路を
ヒモで結びつけます

3バッテリーケーブルをバッテリーに
巻きつけ、輪ゴムで固定します
バッテリーケーブルをバッテリーに
巻きつけ、輪ゴムで固定します
バッテリーケーブルをバッテリーに
巻きつけ、輪ゴムで固定します
バッテリーケーブルをバッテリーに
巻きつけ、輪ゴムで固定します
バッテリーケーブルをバッテリーに
巻きつけ、輪ゴムで固定します
バッテリーケーブルをバッテリーに
巻きつけ、輪ゴムで固定します
バッテリーケーブルをバッテリーに
巻きつけ、輪ゴムで固定します
バッテリーケーブルをバッテリーに
巻きつけ、輪ゴムで固定します
バッテリーケーブルをバッテリーに
巻きつけ、輪ゴムで固定します
バッテリーケーブルをバッテリーに
巻きつけ、輪ゴムで固定します

きつけて準備完了！きつけて準備完了！きつけて準備完了！きつけて準備完了！きつけて準備完了！
ヒモで結びつけますヒモで結びつけますヒモで結びつけますヒモで結びつけますヒモで結びつけますヒモで結びつけます巻きつけ、輪ゴムで固定します巻きつけ、輪ゴムで固定します巻きつけ、輪ゴムで固定します巻きつけ、輪ゴムで固定します巻きつけ、輪ゴムで固定します巻きつけ、輪ゴムで固定します巻きつけ、輪ゴムで固定します巻きつけ、輪ゴムで固定します巻きつけ、輪ゴムで固定します巻きつけ、輪ゴムで固定します

この回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めます1
ほかにどんな所にほかにどんな所にほかにどんな所にほかにどんな所にほかにどんな所にlight wirelight wirelight wirelight wire ほかにどんな所にほかにどんな所にほかにどんな所にほかにどんな所にほかにどんな所にlight wirelight wirelight wirelight wirepowerpower
light Wireをlight Wireをlight Wireを
巻き付けられるでしょう？巻き付けられるでしょう？巻き付けられるでしょう？巻き付けられるでしょう？巻き付けられるでしょう？巻き付けられるでしょう？巻き付けられるでしょう？

ここもバッテリーを忘れずにバッテリーを忘れずにバッテリーを忘れずにバッテリーを忘れずにバッテリーを忘れずにバッテリーを忘れずに ここもバッテリーを忘れずにバッテリーを忘れずに
パワーモジュールに
バッテリーを忘れずに
パワーモジュールに
バッテリーを忘れずに
パワーモジュールに
バッテリーを忘れずに
パワーモジュールに
バッテリーを忘れずに
パワーモジュールにパワーモジュールにパワーモジュールにパワーモジュールにパワーモジュールに
繋げよう！
パワーモジュールに
繋げよう！ ここにも繋げよう！繋げよう！

のなも
注意！！このライトは注意！！このライトは注意！！このライトは注意！！このライトは

な

あくまでもデコレーションですあくまでもデコレーションですあくまでもデコレーションですあくまでもデコレーションですあくまでもデコレーションですあくまでもデコレーションです
夜道を照らすライトは夜道を照らすライトは夜道を照らすライトは夜道を照らすライトは
別にご準備ください別にご準備ください別にご準備ください別にご準備ください自転車自転車自転車ヒモ輪ゴム輪ゴム輪ゴム 別にご準備ください別にご準備ください別にご準備ください別にご準備ください自転車自転車自転車ヒモ輪ゴム輪ゴム輪ゴム

きつけて準備完了！

バッテリーケーブルをバッテリーに 自転車のハンドル・ポストに回路を2 3
巻きつけ、輪ゴムで固定します ヒモで結びつけます

1 この回路から始めます

light wire ほかにどんな所に

巻き付けられるでしょう？

ここもバッテリーを忘れずに
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パワーモジュールに

em
br

��
e �

 �
 e�

� 
��

繋げよう！
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要な
もなもな の

必

夜道を照らすライトは
別にご準備ください自転車ヒモ輪ゴム

プロジェクト 7 :  夜の為に自転車のハンドルをライトアップ！
光るハンドル

所要時間: 30 分
難易度     :



                                電源はここ

必

要な
もの

power sound 
trigger

1 この回路から始めましょう

電池で回路をアイス棒に固定します
棒はBitsの裏側に固定してください

ろうそくの火の形に
ティッシュペーパー
を切り抜きます

火の形に切り抜いた
ティッシュペーパを

テープでRGB LEDライトの
前に貼付けます

3

バッテリーは常に繋いで
onにしてください

感度を調整
します

色を調整
します

テープ輪ゴム ティッシュ
ペーパー

2

inverter rgB 
ledlatchwire

4

出来上がったキャンドル
をケーキに差します

火の部分に息を
吹きかけて
on/offを切り替えて
みよう

アイス棒ハサミ

あなたは何歳？
自由にキャンドルの形を

考えてみよう

所要時間: 30 分
難易度     :

この回路から始めましょうこの回路から始めましょう

power

バッテリーは常に繋いでバッテリーは常に繋いで
onにしてくださいonにしてください

所要時間所要時間
難易度     難易度     

この回路から始めましょうこの回路から始めましょう

wirewire

も

輪ゴム輪ゴム

sound sound 
triggertrigger

感度を調整感度を調整感度を調整

inverterinverter

電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します
棒はBitsの裏側に固定してください

ろうそくの火の形にろうそくの火の形に
ティッシュペーパーティッシュペーパー
を切り抜きますを切り抜きます

火の形に切り抜いた
ティッシュペーパをティッシュペーパを

テープでRGB LEDライトのテープでRGB LEDライトの
前に貼付けます前に貼付けます

あなたは何歳？あなたは何歳？
自由にキャンドルの形を自由にキャンドルの形を

考えてみよう考えてみよう

4

出来上がったキャンドル出来上がったキャンドル
をケーキに差しますをケーキに差します

火の部分に息を
吹きかけて
on/offを切り替えてon/offを切り替えて
みようみよう

出来上がったキャンドル出来上がったキャンドル

電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します2 電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します電池で回路をアイス棒に固定します2
出来上がったキャンドル出来上がったキャンドル出来上がったキャンドル出来上がったキャンドル出来上がったキャンドル出来上がったキャンドル出来上がったキャンドル出来上がったキャンドル棒はBitsの裏側に固定してください 出来上がったキャンドル出来上がったキャンドル
をケーキに差します
出来上がったキャンドル
をケーキに差します
出来上がったキャンドル
をケーキに差します
出来上がったキャンドル
をケーキに差します
出来上がったキャンドル
をケーキに差します
出来上がったキャンドル
をケーキに差します
出来上がったキャンドル
をケーキに差しますこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょう をケーキに差しますをケーキに差しますをケーキに差しますをケーキに差しますをケーキに差しますをケーキに差しますをケーキに差しますこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょうこの回路から始めましょう

rgB rgB inverterinverterinverterlatchlatchsound sound wirewire ろうそくの火の形にろうそくの火の形にろうそくの火の形にろうそくの火の形にろうそくの火の形にろうそくの火の形に3
rgB 
led
rgB 
ledinverterinverterinverterlatchlatchsound 

trigger
sound 
triggertriggerwirewirepowerpower

火の部分に息を火の部分に息を火の部分に息を火の部分に息を火の部分に息を火の部分に息を
ろうそくの火の形に
ティッシュペーパー
ろうそくの火の形に
ティッシュペーパー
ろうそくの火の形に
ティッシュペーパー
ろうそくの火の形に
ティッシュペーパー
ろうそくの火の形に
ティッシュペーパー
ろうそくの火の形に
ティッシュペーパー

3ledledtriggertriggertrigger

吹きかけて吹きかけて吹きかけて吹きかけて
ティッシュペーパー
を切り抜きます

ティッシュペーパー
を切り抜きます

ティッシュペーパー
を切り抜きます

ティッシュペーパー
を切り抜きます

ティッシュペーパー
を切り抜きます

ティッシュペーパー

on/offを切り替えてon/offを切り替えてon/offを切り替えてon/offを切り替えてon/offを切り替えてon/offを切り替えてon/offを切り替えて
を切り抜きますを切り抜きますを切り抜きますを切り抜きますを切り抜きます

on/offを切り替えてon/offを切り替えてon/offを切り替えてon/offを切り替えてon/offを切り替えてon/offを切り替えて
みよう
on/offを切り替えて
みようみようみよう

火の形に切り抜いた火の形に切り抜いた火の形に切り抜いた火の形に切り抜いた火の形に切り抜いた火の形に切り抜いた火の形に切り抜いた
ティッシュペーパをティッシュペーパをティッシュペーパをティッシュペーパをティッシュペーパをティッシュペーパを色を調整色を調整色を調整感度を調整感度を調整感度を調整感度を調整バッテリーは常に繋いでバッテリーは常に繋いでバッテリーは常に繋いでバッテリーは常に繋いでバッテリーは常に繋いでバッテリーは常に繋いでバッテリーは常に繋いで

テープでRGB LEDライトのテープでRGB LEDライトの
ティッシュペーパを

テープでRGB LEDライトの
ティッシュペーパを

テープでRGB LEDライトの
ティッシュペーパを

テープでRGB LEDライトの
ティッシュペーパを

テープでRGB LEDライトの
ティッシュペーパを

テープでRGB LEDライトの
ティッシュペーパを

テープでRGB LEDライトのテープでRGB LEDライトの
色を調整
します

色を調整
します

色を調整感度を調整感度を調整感度を調整感度を調整バッテリーは常に繋いでバッテリーは常に繋いでバッテリーは常に繋いでバッテリーは常に繋いで
onにしてください
バッテリーは常に繋いで
onにしてください
バッテリーは常に繋いで
onにしてください
バッテリーは常に繋いで
onにしてください テープでRGB LEDライトのテープでRGB LEDライトのテープでRGB LEDライトの

前に貼付けます
テープでRGB LEDライトの

前に貼付けます
テープでRGB LEDライトの

前に貼付けます
テープでRGB LEDライトの

前に貼付けます
テープでRGB LEDライトの

前に貼付けます
テープでRGB LEDライトのテープでRGB LEDライトのしますしますしますしますonにしてくださいonにしてくださいonにしてくださいonにしてください

前に貼付けます前に貼付けます前に貼付けます前に貼付けます前に貼付けます

の
要 あなたは何歳？あなたは何歳？あなたは何歳？あなたは何歳？あなたは何歳？要

必

要

必分30 所要時間所要時間所要時間
自由にキャンドルの形を自由にキャンドルの形を

あなたは何歳？
自由にキャンドルの形を

あなたは何歳？
自由にキャンドルの形を

あなたは何歳？
自由にキャンドルの形を

あなたは何歳？
自由にキャンドルの形を

あなたは何歳？
自由にキャンドルの形を自由にキャンドルの形を自由にキャンドルの形を

分30 所要時間
難易度     
所要時間
難易度     
所要時間
難易度     自由にキャンドルの形を自由にキャンドルの形を自由にキャンドルの形を自由にキャンドルの形を

考えてみよう
自由にキャンドルの形を

考えてみよう
自由にキャンドルの形を

考えてみよう
自由にキャンドルの形を

考えてみよう
自由にキャンドルの形を自由にキャンドルの形を難易度     難易度     難易度     

考えてみよう考えてみよう考えてみよう考えてみよう
ティッシュティッシュティッシュアイス棒アイス棒アイス棒アイス棒ハサミハサミテープテープテープ輪ゴム ティッシュ
ペーパー
ティッシュ
ペーパー
ティッシュ
ペーパー

アイス棒アイス棒アイス棒ハサミハサミテープテープテープ輪ゴム
ペーパーペーパーペーパー

棒はBitsの裏側に固定してください 出来上がったキャンドル

みよう

自由にキャンドルの形を難易度     

電池で回路をアイス棒に固定します2
棒はBitsの裏側に固定してください

をケーキに差します1 この回路から始めましょう

sound inverter rgB latchwire trigger ろうそくの火の形に3led 火の部分に息をティッシュペーパー
を切り抜きます 吹きかけて

on/offを切り替えて

ティッシュペーパを色を調整感度を調整バッテリーは常に繋いで 感度を調整 テープでRGB LEDライトのしますonにしてください します 前に貼付けます

要な
もなもな の

必 あなたは何歳？所要時間: 30 分

考えてみよう
ティッシュテープ輪ゴム アイス棒ハサミ
ペーパー

プロジェクト8 : 一風変わったエレクトリック・キャンドルを作ってみよう

バースデー・キャンドル



                                電源はここ

曲げよう！

power

1 この回路から始めます

2

踊ろう！

3 

必

要な
もの

sound 
trigger latch light wire

light wireを靴ひもの穴に
通しながらお気に入りの
飾り付けをしましょう
必要な場合はテープで
固定してください

回路を足首の上に輪ゴ
ムで固定します

テープ 靴輪ゴム

感度を調整します

靴以外の洋服でも
試してみよう!

所要時間: 60分
難易度     :

この回路から始めますこの回路から始めます

power

源は

所要時間所要時間
難易度     難易度     

この回路から始めますこの回路から始めます

sound sound 
triggertrigger

感度を調整します

要

必

要

必

light wire

回路を足首の上に輪ゴ回路を足首の上に輪ゴ
ムで固定しますムで固定します

靴以外の洋服でも靴以外の洋服でも
試してみよう!

light wireを靴ひもの穴にlight wireを靴ひもの穴に
通しながらお気に入りの通しながらお気に入りの
飾り付けをしましょう飾り付けをしましょう
必要な場合はテープで必要な場合はテープで
固定してください固定してください

回路を足首の上に輪ゴ回路を足首の上に輪ゴ回路を足首の上に輪ゴ回路を足首の上に輪ゴ回路を足首の上に輪ゴ回路を足首の上に輪ゴ回路を足首の上に輪ゴ回路を足首の上に輪ゴ2 回路を足首の上に輪ゴ回路を足首の上に輪ゴ回路を足首の上に輪ゴ回路を足首の上に輪ゴ
ムで固定します
回路を足首の上に輪ゴ
ムで固定します
回路を足首の上に輪ゴ
ムで固定します
回路を足首の上に輪ゴ
ムで固定します
回路を足首の上に輪ゴ
ムで固定します

2
ムで固定しますムで固定しますムで固定しますムで固定しますムで固定します

この回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めます
踊ろう！踊ろう！踊ろう！

この回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めます1 踊ろう！踊ろう！踊ろう！

light wirelight wirelight wirelight wirelatchlatchsound sound 
靴以外の洋服でも靴以外の洋服でも靴以外の洋服でも靴以外の洋服でも靴以外の洋服でも靴以外の洋服でも靴以外の洋服でも

light wirelatchlatchsound 
trigger
sound 
triggertriggerpowerpower

靴以外の洋服でも靴以外の洋服でも靴以外の洋服でも靴以外の洋服でも靴以外の洋服でも靴以外の洋服でも靴以外の洋服でもtriggertriggertrigger
試してみよう!試してみよう!試してみよう!試してみよう!

曲げよう！曲げよう！曲げよう！曲げよう！

感度を調整します感度を調整します感度を調整します感度を調整します感度を調整します感度を調整します
ここ

電電

light wireを靴ひもの穴にlight wireを靴ひもの穴にlight wireを靴ひもの穴にlight wireを靴ひもの穴にlight wireを靴ひもの穴にlight wireを靴ひもの穴にlight wireを靴ひもの穴にlight wireを靴ひもの穴にlight wireを靴ひもの穴にlight wireを靴ひもの穴にのな light wireを靴ひもの穴にlight wireを靴ひもの穴にlight wireを靴ひもの穴に
通しながらお気に入りの
light wireを靴ひもの穴に
通しながらお気に入りの
light wireを靴ひもの穴に
通しながらお気に入りの
light wireを靴ひもの穴に
通しながらお気に入りの
light wireを靴ひもの穴に
通しながらお気に入りの
light wireを靴ひもの穴に
通しながらお気に入りの
light wireを靴ひもの穴に
通しながらお気に入りの
light wireを靴ひもの穴に
通しながらお気に入りの

な
分60所要時間所要時間所要時間 通しながらお気に入りの通しながらお気に入りの

飾り付けをしましょう
通しながらお気に入りの
飾り付けをしましょう
通しながらお気に入りの
飾り付けをしましょう
通しながらお気に入りの
飾り付けをしましょう
通しながらお気に入りの
飾り付けをしましょう
通しながらお気に入りの
飾り付けをしましょう
通しながらお気に入りの
飾り付けをしましょう

分60所要時間
難易度     
所要時間
難易度     
所要時間
難易度     

必要な場合はテープで
飾り付けをしましょう
必要な場合はテープで
飾り付けをしましょう
必要な場合はテープで
飾り付けをしましょう
必要な場合はテープで
飾り付けをしましょう
必要な場合はテープで
飾り付けをしましょう
必要な場合はテープで
飾り付けをしましょう
必要な場合はテープで
飾り付けをしましょう
必要な場合はテープで

難易度     難易度     難易度     
必要な場合はテープで必要な場合はテープで必要な場合はテープで
固定してください
必要な場合はテープで
固定してください
必要な場合はテープで
固定してください
必要な場合はテープで
固定してください
必要な場合はテープで
固定してください
必要な場合はテープで
固定してください靴テープテープ輪ゴム輪ゴム 固定してください固定してください固定してください固定してください固定してください固定してください靴テープテープ輪ゴム輪ゴム

飾り付けをしましょう難易度     :

2 3 
回路を足首の上に輪ゴ
ムで固定します

1 この回路から始めます
踊ろう！

sound latch light wire
靴以外の洋服でもtrigger light wire

試してみよう!
曲げよう！

感度を調整します

はこ
電源

要な
もなもな の light wireを靴ひもの穴に

必 通しながらお気に入りの所要時間: 60分

必要な場合はテープで
固定してくださいテープ 靴輪ゴム

プロジェクト 7: パーティーに出かける？楽しいアクセサリーに挑戦！

ストンピング・シューズ



power button timeout

fork

必

要な
もの

1 この回路から始めます

2

常にバッテリーをパワーモジ
ュールに繋げましょう

サインボードを
motorMateに
固定します

light wireをメッセージの
文字に曲げます

テープで形を固定
してください

テープマーカー ハサミ

4

buzzer

wire light 
wire

wire dC motor

画用紙

友達を驚かそう！

厚紙にメッセージを
書いてサインボード
をつくります

3

時間を
調整します

所要時間: 60 分
難易度     :

motorMate
を付け足そう

友達の名前など、light wire
で作る文字はいろいろ

工夫してみよう

この回路から始めますこの回路から始めます

power

常にバッテリーをパワーモジ常にバッテリーをパワーモジ
ュールに繋げましょうュールに繋げましょう

所要時間所要時間
難易度     難易度     

も

マーカーマーカー

forkfork wirewire

wire

dC motordC motor

厚紙にメッセージを

motorMatemotorMate
を付け足そうを付け足そう

サインボードを
motorMateに
固定します

light wireをメッセージのlight wireをメッセージの
文字に曲げます文字に曲げます

テープで形を固定
してください

友達の名前など、light wire友達の名前など、light wire
で作る文字はいろいろで作る文字はいろいろ

工夫してみよう

4

友達を驚かそう！友達を驚かそう！
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家にあるアイテムでライトと合わせて使うと効果的なものは？ご覧に入れましょう！

サウンド・トリガーを反応させる７つの楽しい方法 )( 家にあるアイテムでライトと合わせて使うと効果的なものは？ご覧に入れましょう！

サウンド・トリガーを反応させる７つの楽しい方法

食べるものをDC motor
と合わせて楽しむ方法 )( 家にあるアイテムでライトと合わせて使うと効果的なものは？ご覧に入れましょう！

サウンド・トリガーを反応させる７つの楽しい方法

食べるものをDC motor
と合わせて楽しむ方法

地球を1周するにはwireが何本必要か？ )(
食べるものをDC motor

と合わせて楽しむ方法

地球を1周するにはwireが何本必要か？

色んな新しい発見があります！
)(

食べるものをDC motor
と合わせて楽しむ方法

地球を1周するにはwireが何本必要か？

色んな新しい発見があります！

地球を1周するにはwireが何本必要か？

色んな新しい発見があります！

より詳しい情報や
使い方のコツは
JP.LITTLEBITS.COM/TIPS
で確認してください



power wire

1 この回路から始めます

ランターンの
フタをつくります

張り合わせた円をカップの
底（閉じている方）に貼り付けます

段ボール用紙に
カップの大きい方の円を
３〜４個型取りします

揺らぎのスピードを
調整します 色の調整をします

それを切り抜きます

こっちが
開いている方です

ランターンの底板をつくりましょう

同じくカップの円周を
型取りします

型取りした円の外側に
大きめの円を描きます

中の円に沿って切ってはいけせん！

これを３〜４個つくります

2 4

常にバッテリーを
パワーモジュールに
接続しましょう

3

ボンド 段ボール
用紙

プラスチック
カップ

必

要な
もの

pulse

カッター

rgB led

パイプ
クリーナー

マーカー

カッターは危険です！
気をつけましょう！

所要時間: 60 分
難易度     :

注意！！
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

この回路から始めますこの回路から始めます

power

常にバッテリーを常にバッテリーを
パワーモジュールにパワーモジュールに
接続しましょう接続しましょう

所要時間所要時間
難易度     難易度     

wirewire

も

カッターカッター

pulsepulse

危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

段ボール段ボール

色の調整をします色の調整をします

危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

段ボール用紙に段ボール用紙に
カップの大きい方の円をカップの大きい方の円を
３〜４個型取りします３〜４個型取りします

クリーナークリーナー

フタをつくりますフタをつくります

それを切り抜きます

張り合わせた円をカップの張り合わせた円をカップの
底（閉じている方）に貼り付けます底（閉じている方）に貼り付けます

カッターは危険です！カッターは危険です！カッターは危険です！

こっちが
開いている方です

同じくカップの円周を同じくカップの円周を
型取りします型取りします

ランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょう

型取りした円の外側に型取りした円の外側に
大きめの円を描きます大きめの円を描きます

中の円に沿って切ってはいけせん！中の円に沿って切ってはいけせん！

これを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくります

ランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょう4張り合わせた円をカップの張り合わせた円をカップの張り合わせた円をカップの張り合わせた円をカップの張り合わせた円をカップの張り合わせた円をカップの張り合わせた円をカップの張り合わせた円をカップのランターンのランターンのランターンのランターンの2 ランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょうランターンの底板をつくりましょう4底（閉じている方）に貼り付けます
張り合わせた円をカップの

底（閉じている方）に貼り付けます
張り合わせた円をカップの

底（閉じている方）に貼り付けます
張り合わせた円をカップの

底（閉じている方）に貼り付けます
張り合わせた円をカップの

底（閉じている方）に貼り付けます
張り合わせた円をカップの

底（閉じている方）に貼り付けます
張り合わせた円をカップの

底（閉じている方）に貼り付けます
張り合わせた円をカップの

底（閉じている方）に貼り付けます
張り合わせた円をカップの

底（閉じている方）に貼り付けます底（閉じている方）に貼り付けます
ランターンの
フタをつくります
ランターンの
フタをつくります
ランターンの
フタをつくります
ランターンの
フタをつくります2

同じくカップの円周を同じくカップの円周を同じくカップの円周を同じくカップの円周を同じくカップの円周を同じくカップの円周を
底（閉じている方）に貼り付けます底（閉じている方）に貼り付けます底（閉じている方）に貼り付けます底（閉じている方）に貼り付けます底（閉じている方）に貼り付けます底（閉じている方）に貼り付けます底（閉じている方）に貼り付けます底（閉じている方）に貼り付けます底（閉じている方）に貼り付けます底（閉じている方）に貼り付けますフタをつくりますフタをつくりますフタをつくりますフタをつくります

同じくカップの円周を同じくカップの円周を同じくカップの円周を同じくカップの円周を
型取りします
同じくカップの円周を
型取りします
同じくカップの円周を
型取りしますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めます 型取りします型取りします型取りしますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めます

rgB ledrgB ledrgB ledrgB ledpulsepulsewirewire rgB ledrgB ledrgB ledrgB ledpulsepulsewirewirepowerpower

段ボール用紙に段ボール用紙に段ボール用紙に段ボール用紙に揺らぎのスピードを揺らぎのスピードを揺らぎのスピードを揺らぎのスピードを揺らぎのスピードを揺らぎのスピードを揺らぎのスピードを
カップの大きい方の円をカップの大きい方の円をカップの大きい方の円を
段ボール用紙に
カップの大きい方の円を
段ボール用紙に
カップの大きい方の円を
段ボール用紙に
カップの大きい方の円を
段ボール用紙に
カップの大きい方の円を色の調整をします色の調整をします色の調整をします色の調整をします色の調整をします

揺らぎのスピードを揺らぎのスピードを
調整します

揺らぎのスピードを
調整します

揺らぎのスピードを
調整します

揺らぎのスピードを
調整します

揺らぎのスピードを揺らぎのスピードを
常にバッテリーを常にバッテリーを常にバッテリーを常にバッテリーを カップの大きい方の円をカップの大きい方の円を

３〜４個型取りします
カップの大きい方の円を
３〜４個型取りします
カップの大きい方の円を
３〜４個型取りします
カップの大きい方の円を
３〜４個型取りします
カップの大きい方の円を
３〜４個型取りします
カップの大きい方の円を
３〜４個型取りします

色の調整をします色の調整をします色の調整をします色の調整をします色の調整をします調整します調整します調整します調整します
パワーモジュールに
常にバッテリーを
パワーモジュールに
常にバッテリーを
パワーモジュールに
常にバッテリーを
パワーモジュールに
常にバッテリーを
パワーモジュールに

カッターは危険です！カッターは危険です！カッターは危険です！カッターは危険です！カッターは危険です！カッターは危険です！カッターは危険です！それを切り抜きますそれを切り抜きますそれを切り抜きますそれを切り抜きますそれを切り抜きます
３〜４個型取りします３〜４個型取りします３〜４個型取りします３〜４個型取りします３〜４個型取りします３〜４個型取りします

注意！！注意！！
パワーモジュールにパワーモジュールに
接続しましょう
パワーモジュールに
接続しましょう
パワーモジュールに
接続しましょう
パワーモジュールに
接続しましょう

型取りした円の外側に型取りした円の外側に型取りした円の外側に型取りした円の外側に型取りした円の外側に型取りした円の外側に型取りした円の外側に
カッターは危険です！
気をつけましょう！

カッターは危険です！
気をつけましょう！

カッターは危険です！
気をつけましょう！

カッターは危険です！
気をつけましょう！

カッターは危険です！
気をつけましょう！

カッターは危険です！
気をつけましょう！

カッターは危険です！カッターは危険です！
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。
注意！！
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。
注意！！
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

接続しましょう接続しましょう接続しましょう接続しましょう
型取りした円の外側に
大きめの円を描きます
型取りした円の外側に
大きめの円を描きます
型取りした円の外側に
大きめの円を描きます
型取りした円の外側に
大きめの円を描きます
型取りした円の外側に
大きめの円を描きます
型取りした円の外側に
大きめの円を描きます
型取りした円の外側に気をつけましょう！気をつけましょう！気をつけましょう！気をつけましょう！気をつけましょう！気をつけましょう！危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

の
要

中の円に沿って切ってはいけせん！中の円に沿って切ってはいけせん！
大きめの円を描きます

中の円に沿って切ってはいけせん！
大きめの円を描きます

中の円に沿って切ってはいけせん！
大きめの円を描きます

中の円に沿って切ってはいけせん！
大きめの円を描きます

中の円に沿って切ってはいけせん！
大きめの円を描きます

中の円に沿って切ってはいけせん！
大きめの円を描きます

中の円に沿って切ってはいけせん！中の円に沿って切ってはいけせん！中の円に沿って切ってはいけせん！
要

必

要

必分60 所要時間所要時間所要時間 中の円に沿って切ってはいけせん！中の円に沿って切ってはいけせん！中の円に沿って切ってはいけせん！中の円に沿って切ってはいけせん！中の円に沿って切ってはいけせん！中の円に沿って切ってはいけせん！中の円に沿って切ってはいけせん！中の円に沿って切ってはいけせん！中の円に沿って切ってはいけせん！中の円に沿って切ってはいけせん！こっちがこっちが分60 所要時間
難易度     
所要時間
難易度     
所要時間
難易度     開いている方です開いている方です開いている方です開いている方です開いている方です開いている方です難易度     難易度     難易度     

これを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくりますパイプパイプマーカーマーカーマーカープラスチックプラスチックプラスチックプラスチック段ボール段ボールボンドボンドボンドボンドカッターカッター これを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくりますこれを３〜４個つくりますパイプ
クリーナー
パイプ

クリーナークリーナー
マーカーマーカーマーカープラスチックプラスチックプラスチックプラスチック段ボール段ボール

用紙
ボンドボンドボンドカッターカッター

クリーナークリーナークリーナーカップカップ用紙

同じくカップの円周を

開いている方です難易度     :

ランターンの 張り合わせた円をカップの ランターンの底板をつくりましょう2 43フタをつくります 底（閉じている方）に貼り付けます

1 この回路から始めます 型取りします

wire pulse rgB led

段ボール用紙に揺らぎのスピードを
カップの大きい方の円を調整します 色の調整をします常にバッテリーを
３〜４個型取りしますパワーモジュールに それを切り抜きます カッターは危険です！カッターは危険です！注意！！接続しましょう

型取りした円の外側に気をつけましょう！危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

大きめの円を描きます要な
もなもな の

こっちが 中の円に沿って切ってはいけせん！必所要時間: 60 分

これを３〜４個つくりますボンド 段ボールプラスチックカッター パイプマーカー
用紙 カップ クリーナー

プロジェクト 10: littleBitsを使って火をイミテーションしてみましょう
揺らぐランターン



littleBitsを
ランターンに入れます

ランターンを底板に
取り付けます

まず、さっき作った
大きな円を
貼り合わせます

littleBitsをその円の上に
置きます

littleBitsが
動かないようにテープで

固定しよう

中のlittleBitsのスイッチが
操作できるように小さな
穴をあけます

ランターンと底板をテープ
またはボンドで固定します

飾り付けを
しましょう

取っ手を自由に
デザインしよう！

パイプクリーナーや、
リボン、ひも、色紙、

何でも使って飾り付けを
してみよう！

冒険に出かけよう！

5 6 7

8

9 10

どんな炎にするかドライバーで
調整して決めよう

littleBitsをその円の上にlittleBitsをその円の上に

ランターンに入れますランターンに入れます

まず、さっき作った

どんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーで

ランターンを底板にランターンを底板に
取り付けます取り付けます

どんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーで

littleBitsがlittleBitsが
動かないようにテープで動かないようにテープで

固定しよう固定しよう

中のlittleBitsのスイッチが
操作できるように小さな

ランターンと底板をテープランターンと底板をテープ
またはボンドで固定しますまたはボンドで固定します

飾り付けを飾り付けを

取っ手を自由に取っ手を自由に
デザインしよう！デザインしよう！

パイプクリーナーや、
リボン、ひも、色紙、リボン、ひも、色紙、

何でも使って飾り付けを何でも使って飾り付けを
してみよう！してみよう！

冒険に出かけよう！冒険に出かけよう！

10飾り付けを飾り付けを飾り付けを飾り付けを9
中のlittleBitsのスイッチが中のlittleBitsのスイッチが中のlittleBitsのスイッチが中のlittleBitsのスイッチが中のlittleBitsのスイッチが中のlittleBitsのスイッチが中のlittleBitsのスイッチが中のlittleBitsのスイッチが中のlittleBitsのスイッチがランターンを底板にランターンを底板にランターンを底板にランターンを底板にランターンを底板に6littleBitsをlittleBitsをlittleBitsをlittleBitsを5 飾り付けを

しましょう
飾り付けを
しましょう
飾り付けを
しましょう
飾り付けを
しましょう

9操作できるように小さな操作できるように小さな操作できるように小さな操作できるように小さな操作できるように小さな操作できるように小さな操作できるように小さな
ランターンを底板にランターンを底板にランターンを底板に
取り付けます
ランターンを底板に
取り付けます
ランターンを底板に
取り付けます

6
ランターンに入れますランターンに入れます
littleBitsを
ランターンに入れます
littleBitsを
ランターンに入れます
littleBitsを
ランターンに入れます
littleBitsを
ランターンに入れます

5
しましょうしましょうしましょうしましょう

穴をあけます穴をあけます穴をあけます穴をあけます
取り付けます取り付けます取り付けますランターンに入れますランターンに入れますランターンに入れますランターンに入れますランターンに入れますランターンに入れます

穴をあけます穴をあけます穴をあけます穴をあけます
まず、さっき作ったまず、さっき作ったまず、さっき作ったまず、さっき作ったまず、さっき作ったまず、さっき作った
大きな円を大きな円を大きな円を大きな円を
貼り合わせます貼り合わせます貼り合わせます貼り合わせます貼り合わせます

取っ手を自由に取っ手を自由に取っ手を自由に取っ手を自由に取っ手を自由に取っ手を自由に
デザインしよう！
取っ手を自由に
デザインしよう！
取っ手を自由に
デザインしよう！
取っ手を自由に
デザインしよう！
取っ手を自由に
デザインしよう！ 冒険に出かけよう！冒険に出かけよう！冒険に出かけよう！冒険に出かけよう！冒険に出かけよう！冒険に出かけよう！冒険に出かけよう！デザインしよう！デザインしよう！デザインしよう！デザインしよう！デザインしよう！ 冒険に出かけよう！冒険に出かけよう！冒険に出かけよう！冒険に出かけよう！冒険に出かけよう！冒険に出かけよう！冒険に出かけよう！

ランターンと底板をテープランターンと底板をテープランターンと底板をテープランターンと底板をテープランターンと底板をテープランターンと底板をテープランターンと底板をテープランターンと底板をテープランターンと底板をテープ
またはボンドで固定します
ランターンと底板をテープ
またはボンドで固定します
ランターンと底板をテープ
またはボンドで固定します
ランターンと底板をテープ
またはボンドで固定します
ランターンと底板をテープ
またはボンドで固定します
ランターンと底板をテープ
またはボンドで固定します
ランターンと底板をテープ
またはボンドで固定します
ランターンと底板をテープ
またはボンドで固定します

littleBitsをその円の上にlittleBitsをその円の上にlittleBitsをその円の上にlittleBitsをその円の上にlittleBitsをその円の上にlittleBitsをその円の上にlittleBitsをその円の上にlittleBitsをその円の上に
またはボンドで固定しますまたはボンドで固定しますまたはボンドで固定しますまたはボンドで固定しますまたはボンドで固定しますまたはボンドで固定しますまたはボンドで固定しますまたはボンドで固定します

littleBitsをその円の上にlittleBitsをその円の上にlittleBitsをその円の上にlittleBitsをその円の上にlittleBitsをその円の上にlittleBitsをその円の上にlittleBitsをその円の上に
置きます
littleBitsをその円の上に
置きます

パイプクリーナーや、パイプクリーナーや、パイプクリーナーや、パイプクリーナーや、パイプクリーナーや、パイプクリーナーや、パイプクリーナーや、
置きます置きます

リボン、ひも、色紙、リボン、ひも、色紙、リボン、ひも、色紙、リボン、ひも、色紙、リボン、ひも、色紙、リボン、ひも、色紙、リボン、ひも、色紙、リボン、ひも、色紙、
何でも使って飾り付けを
リボン、ひも、色紙、

何でも使って飾り付けを
リボン、ひも、色紙、

何でも使って飾り付けを
リボン、ひも、色紙、

何でも使って飾り付けを
リボン、ひも、色紙、

何でも使って飾り付けを
リボン、ひも、色紙、

何でも使って飾り付けを
リボン、ひも、色紙、

何でも使って飾り付けを何でも使って飾り付けをlittleBitsがlittleBitsがlittleBitsが 何でも使って飾り付けを何でも使って飾り付けを何でも使って飾り付けを
してみよう！

何でも使って飾り付けを
してみよう！

何でも使って飾り付けを
してみよう！

何でも使って飾り付けを何でも使って飾り付けを何でも使って飾り付けを
動かないようにテープで動かないようにテープで

littleBitsが
動かないようにテープで

littleBitsが
動かないようにテープで

littleBitsが
動かないようにテープで動かないようにテープで動かないようにテープで してみよう！してみよう！してみよう！動かないようにテープで動かないようにテープで動かないようにテープで

固定しよう
動かないようにテープで

固定しよう
動かないようにテープで

固定しよう
動かないようにテープで動かないようにテープで

固定しよう固定しよう固定しようどんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーで
調整して決めよう

どんな炎にするかドライバーで
調整して決めよう

どんな炎にするかドライバーで
調整して決めよう

どんな炎にするかドライバーで
調整して決めよう

どんな炎にするかドライバーで
調整して決めよう

どんな炎にするかドライバーで
調整して決めよう

どんな炎にするかドライバーでどんな炎にするかドライバーで
調整して決めよう調整して決めよう調整して決めよう調整して決めよう調整して決めよう調整して決めよう

穴をあけます

固定しよう

10littleBitsを ランターンを底板に 飾り付けを5 6 7 9
ランターンに入れます 取り付けます 操作できるように小さな しましょう

まず、さっき作った
大きな円を
貼り合わせます貼り合わせます

取っ手を自由に
デザインしよう！ 冒険に出かけよう！

ランターンと底板をテープlittleBitsをその円の上に
またはボンドで固定します

8
置きます置きます

パイプクリーナーや、
リボン、ひも、色紙、

何でも使って飾り付けをlittleBitsが
してみよう！動かないようにテープで

どんな炎にするかドライバーで
調整して決めよう



                                 電源はこ

こ

power

1 この回路から始めます

適当な箱を用意します

ここの
スペースは残し
てください

箱の裏側に
穴を切り抜き
ます

下の絵のlittleBitsを箱の表側に
貼付けます

電源を操作
する為の穴を
あけます

ワイヤーを
通せるように
小さな穴を

あけておきます

Servoを通す
為の穴をあけて
Servoをテープで

固定します

ヒント！
ワイヤーはここで
取り外せます

2 3

ハサミ テープ 箱 羽

必

要な
もの

wire wire

カッター アイス棒 ヒモ 画びょう輪ゴム サイン
ペン

servo

button timeout

off/on
モードで

時間を
調整 swingモードで

注意！！
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

所要時間: 60分
難易度     :

この回路から始めますこの回路から始めます

power

ここ

所要時間所要時間
難易度     難易度     

wirewire

も

カッターカッター

buttonbutton

危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

時間を時間を
調整調整

危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

swingモードで

アイス棒アイス棒

箱の裏側に箱の裏側に
穴を切り抜き
ます

画びょう画びょう

適当な箱を用意します適当な箱を用意します 下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に

電源を操作電源を操作
する為の穴をする為の穴を

Servoを通すServoを通す
為の穴をあけて為の穴をあけて
ServoをテープでServoをテープで

下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に3適当な箱を用意します適当な箱を用意します適当な箱を用意します適当な箱を用意します適当な箱を用意します適当な箱を用意します適当な箱を用意します適当な箱を用意します2 下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に下の絵のlittleBitsを箱の表側に
貼付けます
下の絵のlittleBitsを箱の表側に
貼付けます
下の絵のlittleBitsを箱の表側に
貼付けます
下の絵のlittleBitsを箱の表側に
貼付けます貼付けます

3適当な箱を用意します適当な箱を用意します適当な箱を用意します適当な箱を用意します適当な箱を用意します適当な箱を用意します適当な箱を用意します適当な箱を用意します2
貼付けます貼付けます貼付けます貼付けます貼付けます

この回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めます
Servoを通すServoを通すServoを通すServoを通す箱の裏側に箱の裏側に箱の裏側に箱の裏側に

この回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めます
Servoを通す

為の穴をあけて
Servoを通す

為の穴をあけて
Servoを通す

為の穴をあけて
Servoを通す

為の穴をあけてここのここの箱の裏側に箱の裏側に箱の裏側に箱の裏側に
wirewiretimeouttimeouttimeouttimeoutbuttonbuttonwire Servoをテープで

為の穴をあけて
Servoをテープで
為の穴をあけて
Servoをテープで
為の穴をあけて
Servoをテープで
為の穴をあけて
ServoをテープでServoをテープで電源を操作電源を操作電源を操作電源を操作ワイヤーをワイヤーをワイヤーを

スペースは残しスペースは残しスペースは残しスペースは残しスペースは残し穴を切り抜き穴を切り抜き穴を切り抜き穴を切り抜きwirewiretimeouttimeouttimeouttimeoutbuttonbuttonwirepowerpower ServoをテープでServoをテープでServoをテープで
固定します

Servoをテープで
固定します

Servoをテープで
固定します

Servoをテープで電源を操作
する為の穴を
電源を操作
する為の穴を
電源を操作
する為の穴を
電源を操作
する為の穴を

ワイヤーを
通せるように
ワイヤーを
通せるように
ワイヤーを
通せるように通せるように

てくださいてくださいてくださいます 固定します固定します固定しますする為の穴をする為の穴をする為の穴をする為の穴を通せるように
小さな穴を
通せるように
小さな穴を
通せるように
小さな穴を
通せるように
小さな穴を あけますあけますあけます

あけておきます
小さな穴を

あけておきます
小さな穴を

あけておきます
小さな穴を

あけておきます
小さな穴を

あけておきますあけておきますあけておきますあけておきますあけておきますあけておきます

時間を時間をoff/onoff/on
ヒント！ヒント！servoservoservo時間を時間を

調整
off/on
モードで
off/on
モードで

ワイヤーはここでワイヤーはここでワイヤーはここでワイヤーはここでワイヤーはここでswingモードでswingモードでswingモードでswingモードで調整モードでモードで

は 取り外せます取り外せます取り外せます取り外せます取り外せます注意！！注意！！源は
電源

危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。
注意！！
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。
注意！！
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

電
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

の
要要

必

要

必分60所要時間所要時間所要時間 分60所要時間
難易度     
所要時間
難易度     
所要時間
難易度     難易度     難易度     難易度     

画びょう画びょうアイス棒アイス棒アイス棒羽サインサインサイン輪ゴム輪ゴムテープテープハサミハサミハサミカッターカッター 画びょう画びょうヒモアイス棒アイス棒アイス棒羽サインサインサイン輪ゴム輪ゴムテープテープハサミハサミハサミカッターカッター
ペン

難易度     :

適当な箱を用意します 下の絵のlittleBitsを箱の表側に2 3
貼付けます

1 この回路から始めます
Servoを通す箱の裏側に 為の穴をあけて

穴を切り抜きwirewire button timeout Servoをテープで電源を操作ワイヤーを
固定しますする為の穴を通せるように

あけます小さな穴を
あけておきます

off/on 時間を

こ モードで 調整 swingモードで
源は

注意！！電源
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

要な
もなもな の

必分60所要時間: 

ハサミ テープ 箱 羽カッター アイス棒 ヒモ 画びょう輪ゴム サイン
ペン

プロジェクト 12: 音を使わずに目覚ましをつくるには？
キャット・ナップ



画びょう
をここに
さして
壁に固定
します

ヒモ

猫と遊んで
みても面白い

かも？

もうひと固まりのlittleBitsを
箱の裏側から
箱の中に入れます

目覚ましの羽をここに
取り付けます

アイスクリーム棒を輪ゴムで
Servoに取り付けます

ベッドの上に
取り付け
ましょう

時間をセ
ット

して

お昼
寝開始！

4 5 6 7

ほかに目覚ましにいい
材料は？

もうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsを アイスクリーム棒を輪ゴムでアイスクリーム棒を輪ゴムで
Servoに取り付けますServoに取り付けます

目覚ましの羽をここに目覚ましの羽をここに

ほかに目覚ましにいいほかに目覚ましにいい

時間をセ
ット

して

時間をセ
ット

して

お昼
寝開始！

猫と遊んで猫と遊んで
みても面白いみても面白い

かも？かも？

6 アイスクリーム棒を輪ゴムでアイスクリーム棒を輪ゴムでアイスクリーム棒を輪ゴムでアイスクリーム棒を輪ゴムでアイスクリーム棒を輪ゴムでアイスクリーム棒を輪ゴムでアイスクリーム棒を輪ゴムでアイスクリーム棒を輪ゴムでアイスクリーム棒を輪ゴムでもうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsを4 6 アイスクリーム棒を輪ゴムでアイスクリーム棒を輪ゴムでアイスクリーム棒を輪ゴムでアイスクリーム棒を輪ゴムで
Servoに取り付けます
アイスクリーム棒を輪ゴムで
Servoに取り付けます
アイスクリーム棒を輪ゴムで
Servoに取り付けます
アイスクリーム棒を輪ゴムで
Servoに取り付けます
アイスクリーム棒を輪ゴムで
Servoに取り付けます
アイスクリーム棒を輪ゴムで
Servoに取り付けます

もうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsをもうひと固まりのlittleBitsを
箱の裏側から
もうひと固まりのlittleBitsを
箱の裏側から
もうひと固まりのlittleBitsを
箱の裏側から
もうひと固まりのlittleBitsを
箱の裏側から
もうひと固まりのlittleBitsを
箱の裏側から

4
ベッドの上にベッドの上にベッドの上にベッドの上にベッドの上に

Servoに取り付けますServoに取り付けますServoに取り付けますServoに取り付けますServoに取り付けますServoに取り付けます
箱の中に入れます箱の中に入れます
箱の裏側から
箱の中に入れます
箱の裏側から
箱の中に入れます
箱の裏側から
箱の中に入れます
箱の裏側から
箱の中に入れます
箱の裏側から
箱の中に入れます ベッドの上にベッドの上に

取り付け
ベッドの上に
取り付け

ベッドの上に
取り付け

ベッドの上に箱の中に入れます箱の中に入れます箱の中に入れます箱の中に入れます箱の中に入れます箱の中に入れます箱の中に入れます
取り付け
ましょう
取り付け
ましょう
取り付け
ましょうましょうましょうましょう

ヒモヒモ

時間をセ
ット

して
画びょう画びょう画びょう

時間をセ
ット

して

時間をセ
ット

して
画びょう画びょう
をここに
画びょう
をここに

時間をセ
ット

して

お昼
寝開始！

時間をセ
ット

して

時間をセ
ット

してをここに
さして
をここに
さして

猫と遊んで猫と遊んで猫と遊んで猫と遊んで
お昼

寝開始！

時間をセ
ット

して

お昼
寝開始！

時間をセ
ット

して

時間をセ
ット

して

目覚ましの羽をここに目覚ましの羽をここに目覚ましの羽をここに目覚ましの羽をここに目覚ましの羽をここに目覚ましの羽をここに
壁に固定壁に固定壁に固定 猫と遊んで

みても面白い
猫と遊んで
みても面白い
猫と遊んで
みても面白い
猫と遊んで
みても面白いお昼

寝開始！

お昼
寝開始！

時間をセ
ット

して

お昼
寝開始！

時間をセ
ット

して

目覚ましの羽をここに目覚ましの羽をここに目覚ましの羽をここに目覚ましの羽をここに目覚ましの羽をここに目覚ましの羽をここに
壁に固定壁に固定
します
壁に固定
します みても面白いみても面白い

かも？
みても面白い

かも？
みても面白いお昼

寝開始！

取り付けます取り付けます取り付けます取り付けます
しますします

かも？かも？

ほかに目覚ましにいいほかに目覚ましにいいほかに目覚ましにいいほかに目覚ましにいいほかに目覚ましにいいほかに目覚ましにいいほかに目覚ましにいいほかに目覚ましにいいほかに目覚ましにいいほかに目覚ましにいいほかに目覚ましにいい
材料は？

ほかに目覚ましにいい
材料は？

ほかに目覚ましにいい
材料は？

ほかに目覚ましにいいほかに目覚ましにいいほかに目覚ましにいい
材料は？材料は？材料は？

箱の中に入れます ベッドの上に

さして

時間をセ
ット

して

お昼
寝開始！

ほかに目覚ましにいい

7もうひと固まりのlittleBitsを アイスクリーム棒を輪ゴムで4 5 6 
箱の裏側から Servoに取り付けます

取り付け
ましょう

ヒモ

画びょう

時間をセ
ット

してをここに

時間をセ
ット

して

お昼
寝開始！

壁に固定 猫と遊んで目覚ましの羽をここに 時間をセ
ット

して

お昼
寝開始！

します みても面白い時間をセ
ット

して

お昼
寝開始！

かも？

材料は？



                                 電源はこ

こ

power

1 この回路からはじめましょう

ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を
ダンボールから切り抜きます

段ボールから互いに組み合わす
ことができる三角形を

２つ切り抜きます あなたのホーンは
どんな大きさで

どんな形になりましたか？

ここに２つ穴を
空けましょう

ホーン（角）の内部をつくります

これがホーンの骨組みです

三角形の
段ボールを

組み合わせます

ホーンの骨組みを
色紙で包みます

テープで色紙を
固定します

2 3

必

要な
もの

4

wire pulse light wire

ティッシュ
ペーパー

パイプ
クリーナー

自転車用
ヘルメット

段ボール 色紙テープカッター

スピードを
調整します

気をつけて
使いましょう！

注意！！
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

この回路からはじめましょうこの回路からはじめましょう

power

ここ
この回路からはじめましょうこの回路からはじめましょう

wirewire

も

カッターカッター

pulsepulse

危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

自転車用自転車用
ヘルメット

light wirelight wire

ティッシュティッシュ
ペーパーペーパー

ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を
ダンボールから切り抜きますダンボールから切り抜きます
ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を

段ボールから互いに組み合わす
ことができる三角形を

２つ切り抜きます

ホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくります

あなたのホーンはあなたのホーンは
どんな大きさでどんな大きさで

どんな形になりましたか？どんな形になりましたか？

これがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みです

ホーンの骨組みをホーンの骨組みを
色紙で包みます色紙で包みます

テープで色紙をテープで色紙を
固定します固定します

ホーンの骨組みをホーンの骨組みをホーンの骨組みをホーンの骨組みをホーンの骨組みをホーンの骨組みを4ホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくります3ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を2 ホーンの骨組みをホーンの骨組みを
色紙で包みます
ホーンの骨組みを
色紙で包みます
ホーンの骨組みを
色紙で包みます
ホーンの骨組みを
色紙で包みます
ホーンの骨組みを
色紙で包みます

4ホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくりますホーン（角）の内部をつくります3ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形をヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を
ダンボールから切り抜きます
ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を
ダンボールから切り抜きます
ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を
ダンボールから切り抜きます
ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を
ダンボールから切り抜きます
ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を
ダンボールから切り抜きます
ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を
ダンボールから切り抜きます
ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を
ダンボールから切り抜きます
ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を
ダンボールから切り抜きます
ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を
ダンボールから切り抜きます
ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を
ダンボールから切り抜きます

2
色紙で包みます色紙で包みます色紙で包みます色紙で包みます色紙で包みますダンボールから切り抜きますダンボールから切り抜きますダンボールから切り抜きますダンボールから切り抜きますダンボールから切り抜きますダンボールから切り抜きますダンボールから切り抜きますダンボールから切り抜きますダンボールから切り抜きますダンボールから切り抜きます

段ボールから互いに組み合わす段ボールから互いに組み合わす段ボールから互いに組み合わす段ボールから互いに組み合わす段ボールから互いに組み合わす段ボールから互いに組み合わす段ボールから互いに組み合わす段ボールから互いに組み合わす段ボールから互いに組み合わす段ボールから互いに組み合わすこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょう ことができる三角形をことができる三角形をことができる三角形をことができる三角形をことができる三角形をことができる三角形をことができる三角形をここに２つ穴をここに２つ穴をここに２つ穴をここに２つ穴をここに２つ穴をこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょうこの回路からはじめましょう

あなたのホーンはあなたのホーンはあなたのホーンはあなたのホーンはあなたのホーンはあなたのホーンは２つ切り抜きます２つ切り抜きます２つ切り抜きます２つ切り抜きます２つ切り抜きます空けましょう空けましょう空けましょう空けましょう
light wirelight wirelight wirelight wirepulsepulsewire あなたのホーンはあなたのホーンは

どんな大きさで
あなたのホーンは
どんな大きさで
あなたのホーンは
どんな大きさで
あなたのホーンは
どんな大きさで
あなたのホーンは
どんな大きさで気をつけて気をつけて気をつけて気をつけて

light wirelight wirelight wirelight wirepulsepulsewirepowerpower

どんな形になりましたか？どんな形になりましたか？
どんな大きさで

どんな形になりましたか？
どんな大きさで

どんな形になりましたか？
どんな大きさで

どんな形になりましたか？
どんな大きさで

どんな形になりましたか？
どんな大きさで

どんな形になりましたか？どんな形になりましたか？どんな形になりましたか？
気をつけて

使いましょう！
気をつけて

使いましょう！
気をつけて

使いましょう！
気をつけて

使いましょう！使いましょう！ どんな形になりましたか？どんな形になりましたか？どんな形になりましたか？どんな形になりましたか？どんな形になりましたか？どんな形になりましたか？どんな形になりましたか？どんな形になりましたか？どんな形になりましたか？使いましょう！使いましょう！使いましょう！使いましょう！使いましょう！

スピードをスピードをスピードをスピードをスピードを
調整します
スピードを
調整します
スピードを
調整します
スピードを
調整します調整します調整します調整します調整します

は
注意！！注意！！源は

電源
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。
注意！！
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。
注意！！
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

電

三角形の三角形の三角形の
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

の
要

段ボールを
三角形の
段ボールを
三角形の
段ボールを
三角形の
段ボールを

要

必

要

必 段ボールを
組み合わせます
段ボールを

組み合わせます
段ボールを

組み合わせます
段ボールを

組み合わせます組み合わせます
テープで色紙をテープで色紙をテープで色紙をテープで色紙をこれがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みです

組み合わせます組み合わせます組み合わせます組み合わせます組み合わせます
テープで色紙をテープで色紙を

固定します
テープで色紙を

固定します
テープで色紙をこれがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みですこれがホーンの骨組みです

パイプパイプパイプティッシュティッシュティッシュ色紙色紙段ボール段ボール段ボール段ボール自転車用自転車用自転車用テープテープテープカッターカッター 固定します固定しますパイプパイプパイプティッシュ
ペーパー
ティッシュ
ペーパー
ティッシュ色紙色紙段ボール段ボール段ボール段ボール自転車用自転車用自転車用テープテープテープカッターカッター

クリーナークリーナークリーナークリーナーペーパーペーパーヘルメットヘルメットヘルメット

組み合わせます

ヘルメットの上に取り付けられる大きさの形を ホーン（角）の内部をつくります ホーンの骨組みを2 3 4
ダンボールから切り抜きます 色紙で包みます

1 この回路からはじめましょう 段ボールから互いに組み合わす
ことができる三角形を

あなたのホーンは２つ切り抜きます
wire pulse light wire

どんな大きさで気をつけて
どんな形になりましたか？使いましょう！

スピードを

こ 調整します

源は
注意！！電源
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

三角形の要な
もなもな の

段ボールを必

これがホーンの骨組みです テープで色紙を
固定しますティッシュ パイプ自転車用 段ボール 色紙テープカッター

ペーパー

プロジェクト 13: 夜の自転車に最適なアクセサリー
ユニホーン・ヘルメット

所要時間: 2.5時間
難易度     :



ホーンの底からlight wireを通して
ホーンの上部から引っ張り出します

ホーンを先ほど切り抜いた段ボールに
テープで固定します
Bitsモジュールも同じく固定します

ヘルメットの後ろ側の
段ボールを
パイプクリーナーで
固定します

段ボールをヘルメットに固定する
為に余分に余らせた
light wireを段ボールに
空けた穴に通してさらに
ヘルメットの前にある
穴も通します

light wireをひも代わりに
しっかり結んで段ボールを
ヘルメットに固定します

たてがみで飾り付けをしましょう！
ティッシュペーパーを折りたたんで
切り込みを入れます
これを段ボールに
テープで固定します

引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に
向けて巻き付けます
（少し余分に長さを残します）

余分に残す 夕日に向かって走り出そう！

5 

6 

7 9 

10 8 

11

自由にいろんな
工夫をしてみよう！

角はいくつ
ほしいですか？

ホーンの底からlight wireを通してホーンの底からlight wireを通して
ホーンの上部から引っ張り出しますホーンの上部から引っ張り出します

引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に

（少し余分に長さを残します）

引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に

余分に残す余分に残す

ホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールに
テープで固定しますテープで固定します
Bitsモジュールも同じく固定しますBitsモジュールも同じく固定します

段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する
為に余分に余らせた為に余分に余らせた
light wireを段ボールにlight wireを段ボールに
空けた穴に通してさらに空けた穴に通してさらに
ヘルメットの前にあるヘルメットの前にある

ホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールに

Bitsモジュールも同じく固定しますBitsモジュールも同じく固定します

light wireをひも代わりに
しっかり結んで段ボールを
ヘルメットに固定しますヘルメットに固定します

たてがみで飾り付けをしましょう！たてがみで飾り付けをしましょう！
ティッシュペーパーを折りたたんでティッシュペーパーを折りたたんで

ヘルメットの後ろ側のヘルメットの後ろ側の

パイプクリーナーでパイプクリーナーで

夕日に向かって走り出そう！

119 ホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンの底からlight wireを通してホーンの底からlight wireを通してホーンの底からlight wireを通してホーンの底からlight wireを通してホーンの底からlight wireを通してホーンの底からlight wireを通してホーンの底からlight wireを通してホーンの底からlight wireを通してホーンの底からlight wireを通してホーンの底からlight wireを通してホーンの底からlight wireを通して5 9 ホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールにホーンを先ほど切り抜いた段ボールに
テープで固定します
ホーンを先ほど切り抜いた段ボールに
テープで固定します
ホーンを先ほど切り抜いた段ボールに
テープで固定します
ホーンを先ほど切り抜いた段ボールに
テープで固定します
ホーンを先ほど切り抜いた段ボールに
テープで固定します
ホーンを先ほど切り抜いた段ボールに
テープで固定します

ホーンの底からlight wireを通して
ホーンの上部から引っ張り出します
ホーンの底からlight wireを通して
ホーンの上部から引っ張り出します
ホーンの底からlight wireを通して
ホーンの上部から引っ張り出します
ホーンの底からlight wireを通して
ホーンの上部から引っ張り出します
ホーンの底からlight wireを通して
ホーンの上部から引っ張り出します
ホーンの底からlight wireを通して
ホーンの上部から引っ張り出します
ホーンの底からlight wireを通して
ホーンの上部から引っ張り出します
ホーンの底からlight wireを通して
ホーンの上部から引っ張り出します
ホーンの底からlight wireを通して
ホーンの上部から引っ張り出します
ホーンの底からlight wireを通して
ホーンの上部から引っ張り出します
ホーンの底からlight wireを通して
ホーンの上部から引っ張り出します

5 
Bitsモジュールも同じく固定しますBitsモジュールも同じく固定しますBitsモジュールも同じく固定しますBitsモジュールも同じく固定します
テープで固定します
Bitsモジュールも同じく固定します
テープで固定します
Bitsモジュールも同じく固定します
テープで固定します
Bitsモジュールも同じく固定します
テープで固定します
Bitsモジュールも同じく固定します
テープで固定します
Bitsモジュールも同じく固定します
テープで固定します
Bitsモジュールも同じく固定します

ホーンの上部から引っ張り出しますホーンの上部から引っ張り出しますホーンの上部から引っ張り出しますホーンの上部から引っ張り出しますホーンの上部から引っ張り出しますホーンの上部から引っ張り出しますホーンの上部から引っ張り出しますホーンの上部から引っ張り出しますホーンの上部から引っ張り出しますホーンの上部から引っ張り出しますホーンの上部から引っ張り出します

ヘルメットの後ろ側のヘルメットの後ろ側のヘルメットの後ろ側のヘルメットの後ろ側のヘルメットの後ろ側のヘルメットの後ろ側のヘルメットの後ろ側の
Bitsモジュールも同じく固定しますBitsモジュールも同じく固定しますBitsモジュールも同じく固定しますBitsモジュールも同じく固定しますBitsモジュールも同じく固定しますBitsモジュールも同じく固定しますBitsモジュールも同じく固定しますBitsモジュールも同じく固定しますBitsモジュールも同じく固定しますBitsモジュールも同じく固定します

ヘルメットの後ろ側のヘルメットの後ろ側のヘルメットの後ろ側のヘルメットの後ろ側の
段ボールを
ヘルメットの後ろ側の
段ボールを
ヘルメットの後ろ側の
段ボールを
ヘルメットの後ろ側の
段ボールを
パイプクリーナーでパイプクリーナーで
段ボールを
パイプクリーナーで
段ボールを
パイプクリーナーで
段ボールを
パイプクリーナーで
段ボールを
パイプクリーナーでパイプクリーナーでパイプクリーナーでパイプクリーナーで
固定します
パイプクリーナーで
固定します
パイプクリーナーで
固定します
パイプクリーナーで
固定します固定します固定します固定します固定します

段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する段ボールをヘルメットに固定する
為に余分に余らせた
段ボールをヘルメットに固定する
為に余分に余らせた
段ボールをヘルメットに固定する
為に余分に余らせた
段ボールをヘルメットに固定する
為に余分に余らせた
段ボールをヘルメットに固定する
為に余分に余らせた
段ボールをヘルメットに固定する
為に余分に余らせた

たてがみで飾り付けをしましょう！たてがみで飾り付けをしましょう！たてがみで飾り付けをしましょう！たてがみで飾り付けをしましょう！たてがみで飾り付けをしましょう！たてがみで飾り付けをしましょう！たてがみで飾り付けをしましょう！たてがみで飾り付けをしましょう！たてがみで飾り付けをしましょう！たてがみで飾り付けをしましょう！たてがみで飾り付けをしましょう！light wireを段ボールに
為に余分に余らせた
light wireを段ボールに
為に余分に余らせた
light wireを段ボールに
為に余分に余らせた
light wireを段ボールに
為に余分に余らせた
light wireを段ボールに
為に余分に余らせた
light wireを段ボールに
為に余分に余らせた
light wireを段ボールに たてがみで飾り付けをしましょう！

ティッシュペーパーを折りたたんで
たてがみで飾り付けをしましょう！
ティッシュペーパーを折りたたんで
たてがみで飾り付けをしましょう！
ティッシュペーパーを折りたたんで
たてがみで飾り付けをしましょう！
ティッシュペーパーを折りたたんで
たてがみで飾り付けをしましょう！
ティッシュペーパーを折りたたんで
たてがみで飾り付けをしましょう！
ティッシュペーパーを折りたたんで
たてがみで飾り付けをしましょう！
ティッシュペーパーを折りたたんで
たてがみで飾り付けをしましょう！
ティッシュペーパーを折りたたんで
たてがみで飾り付けをしましょう！
ティッシュペーパーを折りたたんで
たてがみで飾り付けをしましょう！
ティッシュペーパーを折りたたんで
たてがみで飾り付けをしましょう！
ティッシュペーパーを折りたたんで10 light wireを段ボールに

空けた穴に通してさらに
light wireを段ボールに
空けた穴に通してさらに
light wireを段ボールに
空けた穴に通してさらに
light wireを段ボールに
空けた穴に通してさらに
light wireを段ボールに
空けた穴に通してさらに
light wireを段ボールに
空けた穴に通してさらに
light wireを段ボールに
空けた穴に通してさらに6 ティッシュペーパーを折りたたんでティッシュペーパーを折りたたんでティッシュペーパーを折りたたんでティッシュペーパーを折りたたんでティッシュペーパーを折りたたんで

切り込みを入れます
ティッシュペーパーを折りたたんで
切り込みを入れます
ティッシュペーパーを折りたたんで
切り込みを入れます
ティッシュペーパーを折りたたんで
切り込みを入れます
ティッシュペーパーを折りたたんで
切り込みを入れます
ティッシュペーパーを折りたたんで
切り込みを入れます
ティッシュペーパーを折りたたんで
切り込みを入れます

空けた穴に通してさらに空けた穴に通してさらに
ヘルメットの前にある
空けた穴に通してさらに
ヘルメットの前にある
空けた穴に通してさらに
ヘルメットの前にある
空けた穴に通してさらに
ヘルメットの前にある
空けた穴に通してさらに
ヘルメットの前にある
空けた穴に通してさらに
ヘルメットの前にある 切り込みを入れます切り込みを入れます

これを段ボールに
切り込みを入れます
これを段ボールに
切り込みを入れます
これを段ボールに
切り込みを入れます
これを段ボールに
切り込みを入れます
これを段ボールに
切り込みを入れます
これを段ボールに

ヘルメットの前にあるヘルメットの前にあるヘルメットの前にある
穴も通します
ヘルメットの前にある
穴も通します
ヘルメットの前にある
穴も通します
ヘルメットの前にある
穴も通します引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に

自由にいろんな自由にいろんな自由にいろんな自由にいろんな自由にいろんなテープで固定します
これを段ボールに
テープで固定します
これを段ボールに
テープで固定します
これを段ボールに
テープで固定します
これを段ボールに
テープで固定します
これを段ボールに
テープで固定します
これを段ボールに
テープで固定します

穴も通します穴も通します穴も通します穴も通します向けて巻き付けます向けて巻き付けます向けて巻き付けます向けて巻き付けます向けて巻き付けます向けて巻き付けます向けて巻き付けます
工夫をしてみよう！工夫をしてみよう！工夫をしてみよう！工夫をしてみよう！工夫をしてみよう！工夫をしてみよう！

テープで固定しますテープで固定しますテープで固定しますテープで固定しますテープで固定しますテープで固定しますテープで固定します
（少し余分に長さを残します）（少し余分に長さを残します）（少し余分に長さを残します）（少し余分に長さを残します）（少し余分に長さを残します）（少し余分に長さを残します）（少し余分に長さを残します）（少し余分に長さを残します）（少し余分に長さを残します）

角はいくつ角はいくつ角はいくつ角はいくつ
ほしいですか？ほしいですか？ほしいですか？ほしいですか？ほしいですか？

余分に残す余分に残す余分に残す 夕日に向かって走り出そう！夕日に向かって走り出そう！夕日に向かって走り出そう！夕日に向かって走り出そう！夕日に向かって走り出そう！夕日に向かって走り出そう！夕日に向かって走り出そう！夕日に向かって走り出そう！夕日に向かって走り出そう！light wireをひも代わりにlight wireをひも代わりにlight wireをひも代わりにlight wireをひも代わりにlight wireをひも代わりにlight wireをひも代わりにlight wireをひも代わりにlight wireをひも代わりに余分に残す余分に残す余分に残す
しっかり結んで段ボールをしっかり結んで段ボールを
ヘルメットに固定します
しっかり結んで段ボールを
ヘルメットに固定します
しっかり結んで段ボールを
ヘルメットに固定します
しっかり結んで段ボールを
ヘルメットに固定します
しっかり結んで段ボールを
ヘルメットに固定します
しっかり結んで段ボールを
ヘルメットに固定します
しっかり結んで段ボールを
ヘルメットに固定しますヘルメットに固定しますヘルメットに固定しますヘルメットに固定しますヘルメットに固定しますヘルメットに固定しますヘルメットに固定しますヘルメットに固定します

Bitsモジュールも同じく固定します

light wireを段ボールに たてがみで飾り付けをしましょう！
10 8 

light wireをひも代わりに余分に残す

11ホーンの底からlight wireを通して ホーンを先ほど切り抜いた段ボールに5 7 9 
ホーンの上部から引っ張り出します テープで固定します

ヘルメットの後ろ側の
段ボールを
パイプクリーナーで
固定します

段ボールをヘルメットに固定する
為に余分に余らせた

空けた穴に通してさらに ティッシュペーパーを折りたたんで6 10 8 
ヘルメットの前にある 切り込みを入れます
穴も通します これを段ボールに引っぱり出したlight wirerをホーンの上から下に

テープで固定します向けて巻き付けます

夕日に向かって走り出そう！
しっかり結んで段ボールを
ヘルメットに固定します



かなり本格的な回路に挑戦！

power latch

1 この回路から始めます

発砲スチロールをカッターと定規を使って加工
してベースをつくります

車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定します

10 cm

18cm

1� cm

発砲の中心にスロットを
切り抜きます

後から発砲スチロール
を差し込める位の幅で

空けてください

こちら側が後ろ
になります
少しスペースを
空けておきましょう

2

3

テープ

必
要な

もの

カッター 色紙ホット
メルト

発砲
スチロール

穴をあける

ホット
メルトで
固定

ベースを
取り付けます

sound 
trigger

rgB
led wire dC motor wire inverter pulse buzzer

マーカー アイス棒串
（木製のもの）

定規 穴あけ
パンチャー

プラスチック
カップ

所要時間:２時間
難易度　:

ドライバーで
感度の調整をします

警笛の
スピードを
調整します

危険です！
気をつけて
作業しよう！

注意！！
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

 motorMate
も使います

この回路から始めますこの回路から始めます

power

所要時間:２時間所要時間:２時間
難易度　:難易度　:

なもなもな

カッターカッター

latchlatch

危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

（木製のもの）（木製のもの）

dC motordC motor wirewire

 motorMate motorMate
も使いますも使います

プラスチックプラスチック
カップカップ

inverterinverter

色紙色紙

かなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！

22

発砲の中心にスロットを

後から発砲スチロール
を差し込める位の幅で

空けてください

3

かなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！

発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工
してベースをつくります

車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定しますベースの後ろ側にホットメルトで固定します

1� cm1� cm

発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工

車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定しますベースの後ろ側にホットメルトで固定します

ベースを
取り付けます

発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工発砲スチロールをカッターと定規を使って加工

危険です！危険です！危険です！
してベースをつくりますしてベースをつくりますしてベースをつくりますしてベースをつくりますしてベースをつくりますしてベースをつくりますしてベースをつくります

危険です！
気をつけて
危険です！
気をつけて
危険です！
気をつけて気をつけて
作業しよう！
気をつけて
作業しよう！
気をつけて
作業しよう！

発砲の中心にスロットを発砲の中心にスロットを発砲の中心にスロットを発砲の中心にスロットを発砲の中心にスロットを発砲の中心にスロットを
この回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めます 作業しよう！作業しよう！作業しよう！10 cm10 cm切り抜きます切り抜きます切り抜きます切り抜きますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めますこの回路から始めます

buzzerbuzzerbuzzerpulsepulsepulseinverterinverterinverterwirewiredC motordC motordC motordC motorwirewirelatchrgBrgBsound sound sound sound こちら側が後ろこちら側が後ろこちら側が後ろこちら側が後ろこちら側が後ろ後から発砲スチロール後から発砲スチロール後から発砲スチロール後から発砲スチロール後から発砲スチロール後から発砲スチロールbuzzerbuzzerbuzzerpulsepulsepulseinverterinverterinverterwirewiredC motordC motordC motordC motorwirewirelatchrgB
led
rgB
led

sound 
trigger
sound 
trigger
sound 
trigger
sound 
triggerpowerpower

になりますになりますになりますになりますを差し込める位の幅でを差し込める位の幅でを差し込める位の幅でを差し込める位の幅でを差し込める位の幅でを差し込める位の幅でledledtriggertriggertriggertrigger
少しスペースを少しスペースを少しスペースを少しスペースを少しスペースを18cm空けてください空けてください空けてください空けてください
空けておきましょう空けておきましょう空けておきましょう空けておきましょう空けておきましょう

18cm

車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定します
車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定します
車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定します
車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定します
車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定します
車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定します
車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定します
車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定します
車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定します
車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定します
車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定します
車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定します
車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり
ベースの後ろ側にホットメルトで固定します警笛の警笛の ベースの後ろ側にホットメルトで固定しますベースの後ろ側にホットメルトで固定しますベースの後ろ側にホットメルトで固定しますベースの後ろ側にホットメルトで固定しますベースの後ろ側にホットメルトで固定しますベースの後ろ側にホットメルトで固定しますベースの後ろ側にホットメルトで固定しますベースの後ろ側にホットメルトで固定しますベースの後ろ側にホットメルトで固定しますベースの後ろ側にホットメルトで固定しますベースの後ろ側にホットメルトで固定しますベースの後ろ側にホットメルトで固定しますベースの後ろ側にホットメルトで固定します

スピードを
警笛の

スピードを
警笛の

スピードをスピードを
ドライバーでドライバーでドライバーでドライバーで

ベースを
取り付けますかなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！

スピードを
調整します
スピードを
調整します
スピードを
調整します
スピードを
調整します motorMate motorMate motorMate motorMate感度の調整をします感度の調整をします感度の調整をします感度の調整をします感度の調整をします感度の調整をします感度の調整をします

ベースを
取り付けます

ベースを
取り付けます

ベースを
取り付けますかなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！かなり本格的な回路に挑戦！調整します調整します調整します調整します motorMate

も使います
 motorMate
も使います
 motorMate
も使います
 motorMate

注意！！注意！！
ベースを

取り付けます

ベースを
取り付けます

ベースを
取り付けます

も使いますも使いますも使います
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。
注意！！
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。
注意！！
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。 ベースを

取り付けます

ホットホット
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

の

要

ホット
メルトで
ホット
メルトでメルトで要

必所要時間:２時間所要時間:２時間所要時間:２時間所要時間:２時間所要時間:２時間 メルトでメルトで
固定

メルトで必所要時間:２時間所要時間:２時間所要時間:２時間
難易度　:
所要時間:２時間
難易度　:
所要時間:２時間
難易度　: 固定難易度　:難易度　:難易度　:

1� cm
穴をあける穴をあける穴をあける

アイス棒アイス棒アイス棒発砲発砲プラスチックプラスチックプラスチック穴あけ穴あけ穴あけ定規定規テープテープホットホットカッター 1� cmアイス棒アイス棒アイス棒
スチロール

発砲
スチロール

発砲
スチロール

プラスチックプラスチック
カップ

プラスチック穴あけ
パンチャー
穴あけ

パンチャー
穴あけ

パンチャー
定規定規マーカーマーカーマーカーテープテープ

（木製のもの）（木製のもの）（木製のもの）
ホット
メルト
ホット
メルト

カッター
スチロールスチロールスチロールカップパンチャーパンチャーパンチャー（木製のもの）（木製のもの）（木製のもの）メルトメルト

気をつけて

車軸を支える部品を発泡スチロールでつくり3

固定難易度　:

発砲スチロールをカッターと定規を使って加工
2

危険です！

1 この回路から始めます 作業しよう！

latchsound rgB wire dC motor wire inverter pulse buzzertrigger led
空けてください 18cm

ベースの後ろ側にホットメルトで固定します3警笛の
スピードを

かなり本格的な回路に挑戦！

ベースを
取り付けます調整します motorMate

ベースを
取り付けます

注意！！ も使います
ベースを

取り付けます

危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。
ホット

要な
もなもな の

メルトで必所要時間:２時間

穴をあける
1� cm色紙発砲 アイス棒テープカッター ホット 串 定規 穴あけ プラスチック

スチロールメルト （木製のもの） パンチャー カップ

プロジェクト14: 複数の機能を持つインテリジェントな三輪車

警笛三輪車



motorMate

アイス棒

バッテリーはベースの
裏側に固定します

自由に
飾り付けて

走らせましょう！大きめの音を出すと
反応して走り出します
次に大きな音を出すと
反応して止り
警笛を鳴らします

モジュールを
ベースの上に
テープで
固定します

buzzarは
この裏に

プラスチック・カップを
使って大きい方の円を

型取ります

２つ型取ります

テープで
固定します

ホット
メルトで
固定

大きめの車輪を切り抜いて
アイス棒を
中心に刺します

用意した串を車輪の中心に刺します
突き出ている串と車輪をホットメルト

で固定します

気をつけながら
串の尖った先端
を切り取ります

車軸を支える穴に串を通し、反対側
の車輪を同じ方法で固定します

後部の車軸つくります

littleBitsをベースの上に固定します前輪を作り、固定します

アイスクリーム棒の先端を
適度に残して切り落としmotorMateに
差し込みます

後輪をつくります4 6 

7 

8

5

9

いろんな大きさの
車輪を試してみよう！

プラスチック・カップをプラスチック・カップを
使って大きい方の円を使って大きい方の円を

用意した串を車輪の中心に刺します用意した串を車輪の中心に刺します
突き出ている串と車輪をホットメルト突き出ている串と車輪をホットメルト

で固定しますで固定します

後部の車軸つくります後部の車軸つくります

車軸を支える穴に串を通し、反対側車軸を支える穴に串を通し、反対側
の車輪を同じ方法で固定しますの車輪を同じ方法で固定します

いろんな大きさのいろんな大きさの
車輪を試してみよう！車輪を試してみよう！

車軸を支える穴に串を通し、反対側車軸を支える穴に串を通し、反対側

前輪を作り、固定します前輪を作り、固定します

アイスクリーム棒の先端をアイスクリーム棒の先端を
適度に残して切り落としmotorMateに適度に残して切り落としmotorMateに
差し込みます差し込みます

大きめの車輪を切り抜いて大きめの車輪を切り抜いて

適度に残して切り落としmotorMateに適度に残して切り落としmotorMateに

motorMate

アイス棒

littleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定します

buzzarはbuzzarは
この裏にこの裏に

littleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定します

バッテリーはベースの
裏側に固定します

大きめの音を出すと大きめの音を出すと
反応して走り出します反応して走り出します
次に大きな音を出すと次に大きな音を出すと
反応して止り反応して止り
警笛を鳴らします警笛を鳴らします

99littleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定します8前輪を作り、固定します前輪を作り、固定します前輪を作り、固定します前輪を作り、固定します前輪を作り、固定します前輪を作り、固定します前輪を作り、固定します後輪をつくります後輪をつくります後輪をつくります後輪をつくります後輪をつくります後輪をつくります4 littleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定しますlittleBitsをベースの上に固定します8前輪を作り、固定します前輪を作り、固定します前輪を作り、固定します前輪を作り、固定します前輪を作り、固定します前輪を作り、固定します前輪を作り、固定します後輪をつくります後輪をつくります後輪をつくります後輪をつくります後輪をつくります後輪をつくります4
バッテリーはベースのバッテリーはベースのバッテリーはベースのバッテリーはベースのバッテリーはベースのバッテリーはベースの

大きめの車輪を切り抜いて大きめの車輪を切り抜いて大きめの車輪を切り抜いて大きめの車輪を切り抜いて大きめの車輪を切り抜いて大きめの車輪を切り抜いて大きめの車輪を切り抜いて大きめの車輪を切り抜いてプラスチック・カップをプラスチック・カップをプラスチック・カップをプラスチック・カップをプラスチック・カップをプラスチック・カップをプラスチック・カップを 裏側に固定します裏側に固定します裏側に固定します裏側に固定します裏側に固定します
buzzarはbuzzarは

大きめの車輪を切り抜いて大きめの車輪を切り抜いて大きめの車輪を切り抜いて大きめの車輪を切り抜いて大きめの車輪を切り抜いて
アイス棒を
大きめの車輪を切り抜いて
アイス棒を
大きめの車輪を切り抜いて
アイス棒を
大きめの車輪を切り抜いて
アイス棒を

ホット
メルトで
ホット
メルトで

プラスチック・カップを
使って大きい方の円を
プラスチック・カップを
使って大きい方の円を
プラスチック・カップを
使って大きい方の円を
プラスチック・カップを
使って大きい方の円を
プラスチック・カップを
使って大きい方の円を
プラスチック・カップを
使って大きい方の円を
プラスチック・カップを
使って大きい方の円を

自由に自由に自由に
buzzarは
この裏に
buzzarは
この裏に中心に刺します

アイス棒を
中心に刺します
アイス棒を
中心に刺します
アイス棒を
中心に刺します
アイス棒を
中心に刺します

メルトで
固定

メルトで使って大きい方の円を使って大きい方の円を
型取ります

使って大きい方の円を
型取ります

使って大きい方の円を
型取ります

使って大きい方の円を
型取ります

使って大きい方の円を使って大きい方の円を

飾り付けて飾り付けて飾り付けて飾り付けて飾り付けて
この裏にこの裏に中心に刺します中心に刺します中心に刺します中心に刺します中心に刺します固定

いろんな大きさのいろんな大きさのいろんな大きさのいろんな大きさのいろんな大きさのいろんな大きさの
型取ります型取ります型取ります型取ります

飾り付けて
走らせましょう！
飾り付けて

走らせましょう！
飾り付けて

走らせましょう！
飾り付けて

走らせましょう！
飾り付けて

走らせましょう！大きめの音を出すと大きめの音を出すと大きめの音を出すと大きめの音を出すと大きめの音を出すと大きめの音を出すと
いろんな大きさの

車輪を試してみよう！
いろんな大きさの

車輪を試してみよう！
いろんな大きさの

車輪を試してみよう！
いろんな大きさの

車輪を試してみよう！
いろんな大きさの

車輪を試してみよう！
いろんな大きさの

車輪を試してみよう！車輪を試してみよう！ 走らせましょう！走らせましょう！走らせましょう！走らせましょう！走らせましょう！大きめの音を出すと
反応して走り出します
大きめの音を出すと
反応して走り出します
大きめの音を出すと
反応して走り出します
大きめの音を出すと
反応して走り出します
大きめの音を出すと
反応して走り出します
大きめの音を出すと
反応して走り出します

車輪を試してみよう！車輪を試してみよう！車輪を試してみよう！車輪を試してみよう！車輪を試してみよう！車輪を試してみよう！車輪を試してみよう！

次に大きな音を出すと
反応して走り出します
次に大きな音を出すと
反応して走り出します
次に大きな音を出すと
反応して走り出します
次に大きな音を出すと
反応して走り出します
次に大きな音を出すと
反応して走り出します
次に大きな音を出すと
反応して走り出します
次に大きな音を出すと次に大きな音を出すと次に大きな音を出すと次に大きな音を出すと次に大きな音を出すと次に大きな音を出すと
反応して止り
次に大きな音を出すと
反応して止り
次に大きな音を出すと
反応して止り２つ型取ります２つ型取ります２つ型取ります２つ型取ります２つ型取ります
警笛を鳴らします警笛を鳴らします
反応して止り
警笛を鳴らします
反応して止り
警笛を鳴らします
反応して止り
警笛を鳴らします

２つ型取ります２つ型取ります２つ型取ります２つ型取ります２つ型取ります
警笛を鳴らします警笛を鳴らします警笛を鳴らします警笛を鳴らします警笛を鳴らしますテープでテープでテープでテープでアイスクリーム棒の先端をアイスクリーム棒の先端をアイスクリーム棒の先端をアイスクリーム棒の先端をアイスクリーム棒の先端をアイスクリーム棒の先端をアイスクリーム棒の先端を後部の車軸つくります後部の車軸つくります後部の車軸つくります後部の車軸つくります後部の車軸つくります後部の車軸つくります後部の車軸つくります5 テープで

固定します
テープで
固定します
テープで
固定します
テープで
固定します適度に残して切り落としmotorMateに適度に残して切り落としmotorMateに適度に残して切り落としmotorMateに

アイスクリーム棒の先端を
適度に残して切り落としmotorMateに
アイスクリーム棒の先端を
適度に残して切り落としmotorMateに
アイスクリーム棒の先端を
適度に残して切り落としmotorMateに
アイスクリーム棒の先端を
適度に残して切り落としmotorMateに
アイスクリーム棒の先端を
適度に残して切り落としmotorMateに
アイスクリーム棒の先端を
適度に残して切り落としmotorMateに
アイスクリーム棒の先端を
適度に残して切り落としmotorMateに

後部の車軸つくります後部の車軸つくります後部の車軸つくります後部の車軸つくります後部の車軸つくります後部の車軸つくります後部の車軸つくります5 固定します固定します固定します固定します適度に残して切り落としmotorMateに適度に残して切り落としmotorMateに適度に残して切り落としmotorMateに適度に残して切り落としmotorMateに適度に残して切り落としmotorMateに適度に残して切り落としmotorMateに適度に残して切り落としmotorMateに適度に残して切り落としmotorMateに
差し込みます
適度に残して切り落としmotorMateに
差し込みます
適度に残して切り落としmotorMateに
差し込みます差し込みます差し込みます差し込みます

用意した串を車輪の中心に刺します用意した串を車輪の中心に刺します用意した串を車輪の中心に刺します用意した串を車輪の中心に刺します用意した串を車輪の中心に刺します用意した串を車輪の中心に刺します用意した串を車輪の中心に刺します用意した串を車輪の中心に刺します用意した串を車輪の中心に刺します用意した串を車輪の中心に刺します
モジュールをモジュールをモジュールをモジュールを

用意した串を車輪の中心に刺します
突き出ている串と車輪をホットメルト
用意した串を車輪の中心に刺します
突き出ている串と車輪をホットメルト
用意した串を車輪の中心に刺します
突き出ている串と車輪をホットメルト
用意した串を車輪の中心に刺します
突き出ている串と車輪をホットメルト
用意した串を車輪の中心に刺します
突き出ている串と車輪をホットメルト
用意した串を車輪の中心に刺します
突き出ている串と車輪をホットメルト
用意した串を車輪の中心に刺します
突き出ている串と車輪をホットメルト
用意した串を車輪の中心に刺します
突き出ている串と車輪をホットメルト
用意した串を車輪の中心に刺します
突き出ている串と車輪をホットメルト
用意した串を車輪の中心に刺します
突き出ている串と車輪をホットメルト

ベースの上にベースの上にベースの上にベースの上に
突き出ている串と車輪をホットメルト突き出ている串と車輪をホットメルト突き出ている串と車輪をホットメルト突き出ている串と車輪をホットメルト突き出ている串と車輪をホットメルト

で固定します
突き出ている串と車輪をホットメルト

で固定します
突き出ている串と車輪をホットメルト

で固定します
突き出ている串と車輪をホットメルト突き出ている串と車輪をホットメルト突き出ている串と車輪をホットメルト

テープでテープでテープで
気をつけながら気をつけながら気をつけながら

で固定します

気をつけながら

で固定します

気をつけながら

で固定します

固定します固定します固定します
気をつけながら
串の尖った先端
気をつけながら
串の尖った先端
気をつけながら
串の尖った先端
気をつけながら
串の尖った先端
気をつけながら
串の尖った先端 motorMatemotorMatemotorMate串の尖った先端
を切り取ります
串の尖った先端
を切り取ります
串の尖った先端
を切り取ります
串の尖った先端
を切り取ります
串の尖った先端
を切り取ります

車軸を支える穴に串を通し、反対側車軸を支える穴に串を通し、反対側車軸を支える穴に串を通し、反対側車軸を支える穴に串を通し、反対側車軸を支える穴に串を通し、反対側車軸を支える穴に串を通し、反対側車軸を支える穴に串を通し、反対側車軸を支える穴に串を通し、反対側車軸を支える穴に串を通し、反対側

を切り取りますを切り取りますを切り取りますを切り取りますを切り取ります

アイス棒アイス棒車軸を支える穴に串を通し、反対側
の車輪を同じ方法で固定します
車軸を支える穴に串を通し、反対側
の車輪を同じ方法で固定します
車軸を支える穴に串を通し、反対側
の車輪を同じ方法で固定します
車軸を支える穴に串を通し、反対側
の車輪を同じ方法で固定します
車軸を支える穴に串を通し、反対側
の車輪を同じ方法で固定します
車軸を支える穴に串を通し、反対側
の車輪を同じ方法で固定します
車軸を支える穴に串を通し、反対側
の車輪を同じ方法で固定します
車軸を支える穴に串を通し、反対側
の車輪を同じ方法で固定します
車軸を支える穴に串を通し、反対側
の車輪を同じ方法で固定しますの車輪を同じ方法で固定しますの車輪を同じ方法で固定しますの車輪を同じ方法で固定しますの車輪を同じ方法で固定しますの車輪を同じ方法で固定しますの車輪を同じ方法で固定しますの車輪を同じ方法で固定しますの車輪を同じ方法で固定しますの車輪を同じ方法で固定します

裏側に固定しますプラスチック・カップを ホット 大きめの車輪を切り抜いて

警笛を鳴らします

固定します
串の尖った先端

9littleBitsをベースの上に固定します前輪を作り、固定します後輪をつくります4 6 8

buzzarは使って大きい方の円を メルトで アイス棒を 自由にこの裏に型取ります 固定 中心に刺します
飾り付けていろんな大きさの 走らせましょう！大きめの音を出すと車輪を試してみよう！

反応して走り出します
次に大きな音を出すと
反応して止り２つ型取ります

テープで後部の車軸つくります アイスクリーム棒の先端を7 5 固定します適度に残して切り落としmotorMateに
差し込みます

用意した串を車輪の中心に刺します
突き出ている串と車輪をホットメルト

で固定します

気をつけながら

を切り取ります

車軸を支える穴に串を通し、反対側 アイス棒
の車輪を同じ方法で固定します



                               電源はここ

！

串
（木製のもの）

カッター

power

1

箱の後ろ側にフラップを
切り抜きます

小さなプラスチックカップを使ってロボット用の
車輪を３つ型取り、切り抜きます 

2

必

要な
もの

3

wire

wire wire

箱テープ

sound 
trigger

timeout dC motorslide dimmer

servo

rgB led

pulse

buzzer

画用紙 アイス棒ホット
メルト

段ボール

on/off
モードで

ドライバーでどの位長くロボット
が走るかを調整します

swing
モードで 

ロボットのスピードを
調整します

これがロボットの
タイヤです

直径6cmくらいの
車輪を１つ

直径4cmくらいの
車輪を２つ

感度を調整
します 危険です！

気をつけて作業
しましょう注意！！

危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

所要時間: ２時間
難易度     :

このプロジェクトは下記でビデオ
チュートリアルをご覧いただけます 
jp.littleBits.com/deluxe

これも使います
motormate

私たちはティッシュボッ
クスを使ってみました

あなたの家にはどんな
箱がありますか？

色んなサイズでつくってみよう！定規 プラスチック
カップ

power

！こ

所要時間: ２時間所要時間: ２時間
難易度     :難易度     :

感度を調整
します

も

カッターカッター

危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

（木製のもの）（木製のもの）

timeouttimeout

servo

ドライバーでどの位長くロボットドライバーでどの位長くロボット
が走るかを調整しますが走るかを調整します

プラスチックプラスチック 段ボール段ボール

ロボットのスピードを
調整します

rgB ledrgB led

アイス棒アイス棒

これも使いますこれも使います
motormate

このプロジェクトは下記でビデオ
チュートリアルをご覧いただけます 
jp.littleBits.com/deluxejp.littleBits.com/deluxe

dC motordC motor
箱の後ろ側にフラップを箱の後ろ側にフラップを

小さなプラスチックカップを使ってロボット用の
車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 

箱の後ろ側にフラップを箱の後ろ側にフラップを
私たちはティッシュボッ私たちはティッシュボッ
クスを使ってみましたクスを使ってみました

あなたの家にはどんなあなたの家にはどんな
箱がありますか？

小さなプラスチックカップを使ってロボット用の
車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 

色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！

ロボットのスピードをロボットのスピードをロボットのスピードをロボットのスピードをロボットのスピードをドライバーでどの位長くロボットドライバーでどの位長くロボットドライバーでどの位長くロボットドライバーでどの位長くロボットドライバーでどの位長くロボットドライバーでどの位長くロボットドライバーでどの位長くロボットドライバーでどの位長くロボットドライバーでどの位長くロボット
箱の後ろ側にフラップを箱の後ろ側にフラップを箱の後ろ側にフラップを箱の後ろ側にフラップを箱の後ろ側にフラップを箱の後ろ側にフラップを箱の後ろ側にフラップを調整します調整します調整します

ドライバーでどの位長くロボットドライバーでどの位長くロボットドライバーでどの位長くロボットドライバーでどの位長くロボット
が走るかを調整します
ドライバーでどの位長くロボット
が走るかを調整します
ドライバーでどの位長くロボット
が走るかを調整します
ドライバーでどの位長くロボット
が走るかを調整します
ドライバーでどの位長くロボット
が走るかを調整します
ドライバーでどの位長くロボット
が走るかを調整しますon/offon/offon/off

私たちはティッシュボッ私たちはティッシュボッ私たちはティッシュボッ私たちはティッシュボッ私たちはティッシュボッ

箱の後ろ側にフラップを
私たちはティッシュボッ

箱の後ろ側にフラップを
切り抜きます

箱の後ろ側にフラップを
切り抜きます

箱の後ろ側にフラップを
切り抜きます

箱の後ろ側にフラップを
切り抜きます

箱の後ろ側にフラップを
切り抜きます

箱の後ろ側にフラップを

dC motordC motordC motordC motorwirewireslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerwirewire
が走るかを調整しますが走るかを調整しますが走るかを調整しますが走るかを調整します

timeout
が走るかを調整します

timeout
が走るかを調整します

timeout
on/off
モードで
on/off
モードで
on/off
モードで 私たちはティッシュボッ

クスを使ってみました
私たちはティッシュボッ
クスを使ってみました

私たちはティッシュボッ
クスを使ってみました

私たちはティッシュボッ
クスを使ってみました

私たちはティッシュボッ
クスを使ってみました

私たちはティッシュボッ切り抜きます切り抜きます切り抜きます切り抜きます切り抜きますdC motordC motordC motordC motorwirewireslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerslide dimmerwirewiretimeouttimeouttimeoutモードでモードでモードで

クスを使ってみましたクスを使ってみましたクスを使ってみましたクスを使ってみましたクスを使ってみました

あなたの家にはどんなあなたの家にはどんなあなたの家にはどんなあなたの家にはどんなあなたの家にはどんなあなたの家にはどんなpulsepulsepulse あなたの家にはどんな
箱がありますか？

あなたの家にはどんな
箱がありますか？

あなたの家にはどんな
箱がありますか？

あなたの家にはどんな
箱がありますか？

あなたの家にはどんな
箱がありますか？

あなたの家にはどんなpulsepulsepulse
wirewiresound sound sound wirewiresound 

trigger
sound 
trigger
sound 
triggertriggerpowerpower triggertriggertriggertrigger

小さなプラスチックカップを使ってロボット用の小さなプラスチックカップを使ってロボット用の小さなプラスチックカップを使ってロボット用の小さなプラスチックカップを使ってロボット用の小さなプラスチックカップを使ってロボット用の小さなプラスチックカップを使ってロボット用の小さなプラスチックカップを使ってロボット用の小さなプラスチックカップを使ってロボット用の小さなプラスチックカップを使ってロボット用の小さなプラスチックカップを使ってロボット用の小さなプラスチックカップを使ってロボット用の小さなプラスチックカップを使ってロボット用の小さなプラスチックカップを使ってロボット用の小さなプラスチックカップを使ってロボット用の小さなプラスチックカップを使ってロボット用の3
車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 

3
これも使いますこれも使いますこれも使いますこれも使いますrgB ledrgB ledrgB ledbuzzerbuzzerbuzzer 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 車輪を３つ型取り、切り抜きます 
motormate
これも使います
motormate
これも使います
motormate
これも使います
motormate
これも使います
motormatergB ledrgB ledrgB ledbuzzerbuzzerbuzzer感度を調整感度を調整感度を調整

気をつけて作業
危険です！

気をつけて作業
危険です！

気をつけて作業
危険です！

気をつけて作業気をつけて作業
します

は 気をつけて作業気をつけて作業
しましょう

気をつけて作業
しましょう

気をつけて作業
しましょう

気をつけて作業
注意！！

は源電 しましょうしましょうしましょうswing
モードで 
swing

モードで モードで 危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。
注意！！
危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

源

直径6cmくらいの直径6cmくらいの直径6cmくらいの直径6cmくらいの
このプロジェクトは下記でビデオこのプロジェクトは下記でビデオこのプロジェクトは下記でビデオこのプロジェクトは下記でビデオこのプロジェクトは下記でビデオこのプロジェクトは下記でビデオこのプロジェクトは下記でビデオこのプロジェクトは下記でビデオこのプロジェクトは下記でビデオモードで モードで モードで servoservo危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

の
要 直径6cmくらいの

車輪を１つ
直径6cmくらいの

車輪を１つ
直径6cmくらいの

車輪を１つ
直径6cmくらいのチュートリアルをご覧いただけます チュートリアルをご覧いただけます 

jp.littleBits.com/deluxe
チュートリアルをご覧いただけます 
jp.littleBits.com/deluxe

チュートリアルをご覧いただけます 
jp.littleBits.com/deluxe

チュートリアルをご覧いただけます 
jp.littleBits.com/deluxe

チュートリアルをご覧いただけます 
jp.littleBits.com/deluxe

チュートリアルをご覧いただけます 
jp.littleBits.com/deluxe

チュートリアルをご覧いただけます 
jp.littleBits.com/deluxe

チュートリアルをご覧いただけます チュートリアルをご覧いただけます 要

必

要

必所要時間: ２時間所要時間: ２時間所要時間: ２時間所要時間: ２時間所要時間: ２時間所要時間: ２時間
これがロボットのこれがロボットのこれがロボットのこれがロボットのこれがロボットのこれがロボットの車輪を１つ車輪を１つ車輪を１つjp.littleBits.com/deluxejp.littleBits.com/deluxejp.littleBits.com/deluxejp.littleBits.com/deluxejp.littleBits.com/deluxejp.littleBits.com/deluxejp.littleBits.com/deluxe所要時間: ２時間所要時間: ２時間所要時間: ２時間所要時間: ２時間

難易度     :
所要時間: ２時間
難易度     :
所要時間: ２時間
難易度     : タイヤですタイヤですタイヤですタイヤです難易度     :難易度     :難易度     :

色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！
直径4cmくらいの直径4cmくらいの直径4cmくらいの直径4cmくらいの直径4cmくらいの直径4cmくらいの

アイス棒アイス棒画用紙画用紙段ボール段ボール箱プラスチックプラスチックプラスチック定規テープテープ串ホットホットカッター 色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！色んなサイズでつくってみよう！車輪を２つ車輪を２つ車輪を２つアイス棒アイス棒画用紙画用紙段ボール段ボール箱プラスチック
カップ

プラスチック
カップ

プラスチック定規テープテープ
（木製のもの）（木製のもの）

串
（木製のもの）（木製のもの）

ホット
メルト
ホット
メルト

カッター
カップカップ（木製のもの）（木製のもの）（木製のもの）（木製のもの）メルトメルト

クスを使ってみました

小さなプラスチックカップを使ってロボット用の3

タイヤです難易度     :

ドライバーでどの位長くロボット ロボットのスピードを

箱の後ろ側にフラップを2on/off が走るかを調整します

切り抜きますwire dC motorwire slide dimmertimeoutモードで 私たちはティッシュボッ

1
pulse あなたの家にはどんな

wiresound 箱がありますか？

trigger

車輪を３つ型取り、切り抜きます rgB ledbuzzer感度を調整
これも使います

！ motormate

はこ 気をつけて作業
電源 しましょう注意！！

モードで 危険です。必ず大人と一緒に作業しましょう。

要な
もなもな の

直径6cmくらいのチュートリアルをご覧いただけます 
これがロボットの車輪を１つjp.littleBits.com/deluxe必所要時間: ２時間

箱 画用紙 アイス棒段ボール 色んなサイズでつくってみよう！プラスチック串カッター テープホット 定規
カップ（木製のもの）メルト

プロジェクト 15: 段ボール箱に生命を吹き込みましょう！

ロボット
この回路から始めます



大きい方の車輪の中心に
アイスクリーム棒を突き刺します

車輪をはめられるように
箱の底面にスリットを空けます

4cmより少し
長めに

２つの小さい方の車輪の中心に
串を刺して底面のスリットに合うように
串の長さを調整して切ります

ホットメルトで
車軸を固定します

車軸

6cmより少し
長めに

4��

4��

6��

DC motorにmotor Mateを取り付けた
状態で車輪がスロットにはまるようにして
箱の底面にモジュールを固定します

ittleBitsはしっかり
テープで固定します

ここをホットメルトで
固定します

アイスクリーム棒を適度に残して
切り落とし、motorMateに
差し込みます

4 5 6 7 箱の中に台を
作ります

台は段ボールを折り曲げて
簡単につくれます

8 

台

気をつけて
作業しましょう！

このくらいのサイズが
手頃でおすすめですが
もちろん色んなサイズで

試して大丈夫です

このくらいのサイズが
手頃でおすすめですが
もちろん色んなサイズで

試して大丈夫です

車輪をはめられるように車輪をはめられるように
箱の底面にスリットを空けます箱の底面にスリットを空けます

4cmより少し4cmより少し

4��4��

6��6��

6cmより少し6cmより少し
長めに長めに

２つの小さい方の車輪の中心に２つの小さい方の車輪の中心に
串を刺して底面のスリットに合うように串を刺して底面のスリットに合うように
串の長さを調整して切ります串の長さを調整して切ります

作業しましょう！作業しましょう！

大きい方の車輪の中心に大きい方の車輪の中心に
アイスクリーム棒を突き刺しますアイスクリーム棒を突き刺します

アイスクリーム棒を適度に残して
切り落とし、motorMateに
差し込みます差し込みます

アイスクリーム棒を適度に残して

DC motorにmotor Mateを取り付けたDC motorにmotor Mateを取り付けた
状態で車輪がスロットにはまるようにして状態で車輪がスロットにはまるようにして
箱の底面にモジュールを固定します箱の底面にモジュールを固定します

DC motorにmotor Mateを取り付けたDC motorにmotor Mateを取り付けた
状態で車輪がスロットにはまるようにして状態で車輪がスロットにはまるようにして
箱の底面にモジュールを固定します箱の底面にモジュールを固定します

ittleBitsはしっかりittleBitsはしっかり
テープで固定しますテープで固定します

台は段ボールを折り曲げて台は段ボールを折り曲げて
簡単につくれます簡単につくれます
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servo用の穴を空け
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Jp.littleBits.Com/upload
あなたのプロジェクトをアップロードすると、特別なプレゼントがもらえるかも知れません。

私たちは継続的に素晴らしいプロジェクトを表彰しています。

私たちのウェブサイトでは様々なプロジェクトやBITSモジュールごとに使い方のコツが見つ

かります。追加ライブラリーの他のモジュールもチェックしてください。

EXPLORATION SERIES

個別モジュール

もっと作りたい！

Delux
e Kit

にぴったりの

追加モジュール
があります

。

もっとたくさんのプロジェクトがあります。
jp.littleBits.com/deluxe

説明書はこれで終わりですが、楽しさは続きます。 追加モジュールで広がる可能性

さらに！ 他にも商品がたくさんあります。詳しくはこちら！ jp.littleBits.com/products

Base Kit

pressure sensor motion trigger bargraph fan

Premium Kit

動かそう！


