
PYONKEEを
触ってみよう



今日は「PYONKEE」というアプリを
使ってプログラミングの勉強をするよ。



「 PYONKEE 」のアプリを立ち上げ
てみよう。

←このアイコンをタップしてね。



アプリが開くとこんな画面が
出てくるよ。
指さしているところにプログ
ラムを作っていくよ。



「制御」というところから
図と同じブロックを持って
こよう。

ここをタップすれば制御の
ブロックが表示される。



このブロックは画面右上にあるマーク
が押されたら動き始めるという意味を
持っています。



次は「動き」から左の図と同じブ
ロックを持ってきてみよう。
ブロックを繋げたら右上の枠を
タップしてみよう。キャラクター
が動いたかな？

ここをタップすれば動きの
ブロックが表示される。



次は座標（ざひょう）について
の勉強をするよ。
座標はそのものがある位置を示
すために使うよ



座標にはX軸、Y軸という物が
有るよ。
少し難しく聞こえるかもしれ
ないけど簡単だよ。
X軸→ヨコ
Y軸→タテ
と覚えよう。図にすると左の
図だよ。
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試しに使ってみよう。
まずはX軸（ヨコ）から動かしてみる
よ。
左の図と同じブロックを追加してみよ
う。矢印の方向に動いたかな？

ここをタップすれば動きの
ブロックが表示される。



次はブロックの中の数字を変えて
みよう「-10」と入力してみてね。
キャラクターが後ろに動いたか
な？



図の様にキャラクターが左右に動きま
す。
10の時は右、-10の時は左
と覚えておこう。
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次は、Y軸を動かしてみるよ。
左の図と同じブロックを追加してみよ
う。矢印の方向に動いたかな？

ここをタップすれば動きの
ブロックが表示される。



次はブロックの中の数字を変えてみよ
う「-10」と入力してみてね。
キャラクターが矢印の方向に動いたか
な？



図の様にキャラクターが上下に動きま
す。
10の時は上、-10の時は下
と覚えておこう。
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まずは背景をつけよう！
①～③の順にタップしてね！

①

③

②



好きな背景をタップした
ら、OKを押してね！



キャラクターを
しゃべらせてみよう！
「スクリプト」のわくに
「制御」と「見た目」の
ブロックをおいてね



緑のはたのマークを押そ
う！キャラクターがしゃ
べったかな？



次にもう一体キャラクター
を追加してみよう！



フォルダをタップすると色ん
なキャラクターが出てくるの
で好きなものを選んでOKを押
そう！



選んだキャラクターが
表示されたかな？



スプライトとは？

プログラムを使って動かすことが
できる写真やイラストのことだ
よ！



次は向きを変えるよ！
「動き」の「スプライト１
へ向ける」を開始ブロック
に繋げよう！



さらにしゃべらせてみよう！
「見た目」から「こんにち
は！と2秒言う」のブロック
を繋げよう！



緑のはたのマークを押そう！
キャラクターがしゃべったか
な？



習ったことを使って、見た目や
セリフを自分の好きなように変
更してみてね！

アレンジしてみよう！

キャラクターの見た目を変えよう
キャラクターを動きを変えよう
キャラクターのセリフを変えよう



今回はキャラクターからの
質問に答えたら答えによって
返事を変える方法をします！

10と入力した場合

10以外の数字を入力した場合

ピョンキーをタップすると
問題と答える枠が表示される



赤枠のスタートスイッチ
は「制御」の項目に入っ
ているよ！

スタートスイッチを設置しよう！

「スプライト１がクリックされたとき」という
条件が実行されたときに下に繋がっているブ
ロックの動作をスタートします。



赤枠の問題文のセリフは
「調べる」の項目に入っ
ています。

質問文を表示しよう！

「○○と聞いて待つ」というブロックは質問文
と入力するための枠を表示する機能があります。
答えが入力されるまで次のブロックに変わらな
いでそのまま待ちます。



ここからは「もし～なら
○○。～でなければ
△△。」という条件文で
ある赤枠の部分について
説明していきます！

回答によって表示する言葉を変えよう！



←条件に当てはまる場合の動き

←条件に当てはまらない場合の動き

←条件文「もし、○○なら」

「もし～」のブロックの使い方を見てみよう！



ここでは答えを10と入力された時に正解にした
いので、
条件は、「演算」の項目から「□＝□」という
ブロックを「もし○○ならの」の○○部分に入
れます。
「答え」というブロックは「調べる」の項目に
あり、質問文で入力した値が入る入れ物です。

演算のブロックを条件として設置しよう！



条件に合っている場合は条件文の２つあるくぼみの上
側に動かしたい動作のブロックを追加しよう！
条件に合わない場合にさせたい動きは下側のくぼみに
ブロックを追加してね！

条件の結果の動作のブロックを設置しよう！



これまで習ったことを使って、
見た目やセリフを自分の好きな
ように変更してみてね！

アレンジしてみよう！

質問文を変えてみよう！
「もし～」の条件を変えてみよう！
結果を表示するブロックの中身を変えてみよう！



今回は図形の描き方と消し方
をやります！
まずは図形の描き方です！

今回の学習内容



スタートスイッチは「制御」の
項目に入っているよ！
「スプライトがクリックされた
とき」を選ぼう！

スタートスイッチを設置しよう！



図形を描くにはペンを使わない
とね！
「ペンを下ろす」ブロックは
「ペン」の項目に入っている
よ！

ペンを下ろして図形が描けるモードをオンにしよう！



ペンの設定をしてあげよう！
ペンの太さやペンの色を変更す
るブロックは「ペン」の項目に
入っているよ！

ペンの設定を決めよう！



質問文を設定しよう！
質問文のブロックは「調べる」
の項目に入ってるよ！

図形を描くための動きを設定しよう！



次はいよいよ図形を描くための
プログラムを並べていきます。

図形を描くための動きを設定しよう！



この図形は角(かど)が2個以上あるので多角形と呼ばれています。

どれが何角形かわかるかな？



図形の描き方の基本を知ろう！

多角形を描くには角の分だけ
①まっすぐ進んで
②曲がる
を繰り返すよ！

スタート

進む曲がる

進む

曲がる

曲がる曲がる

進む進む



つまり角数の回数分繰り返す動きが必
要になるよね！
このブロックは間にはさんだブロック
を指定した回数繰り返すよ！

図形を描くための動きを設定しよう！



次は繰り返す中身について説明する
よ！前に説明した通り、進むと曲がる
ブロックを入れるよ！
回す角度については次で説明するね！

図形を描くための動きを設定しよう！

・・・・・・・・・決められた歩数進む

・・・・決められた角度回る



多角形の外角の合計は360°です。
つまり、正多角形の外角は次の式で計算できます。

360°÷角数＝正多角形の外角

120°

120°

120°
90°

90°

90°

90°



では5角形の場合の外角は何度になるでしょう？
360°÷角数＝正多角形の外角



ということで、計算式のブロックを追
加しよう！
回すブロックの角度枠に演算ブロック

を追加して「360°÷角数」
の式を完成させよう！

図形を描くための動きを設定しよう！



最後に「ペンを上げる」ブロックを置
きます。このブロックは「ペン」の項
目に入っているよ！

ペンを下ろして図形が描けるモードをオンにしよう！



設定したキャラクターをタップ
して、画数を入力してみよう！
図形がきれいに描けたかな？



次は描いた図形を消す方
法です。

描いた図形を消そう！



スタートスイッチを設置しよう！

スタートスイッチは「制御」の
項目に入っているよ！
「 がクリックされたとき」を
選ぼう！



スプライトの位置を決めよう！

スプライトの位置をブロックに
入力しよう！
このブロックは「動き」の項目
に入っているよ！

スプライトが現在いる位置
の座標は画面の右下に書い
ているよ！



スプライトの位置を決めよう！

ペンで書いた線を消すブロック
をおいてね。
このブロックは「ペン」の項目
に入っているよ！



をタップしてみよう！
図形が消えたかな？



今回のまとめ
・・・・・・・・・・・スプライトをタップすると動く

・・・線が引けるようにする

・・・線の太さを変える

・・・ペンの色を変える

・・・質問をする

・・・質問の答えの数だけ繰り返す

・・・右に80歩分動かす

・・・360÷質問の答えを計算してその角度分時計回りに回す

・・・・・・ペンを上げる

・・・ マークをタップと動く

・・・スプライトの位置を決めた座標の場所に動かす

・・・・・・ペンで描いた図形を消す

こ
れ
で
説
明
は
終
わ
り

だ
よ
！

自
由
に
色
々
な
組
み
合

わ
せ
を
し
て
み
よ
う
！



これでピョンキーの基本的な使い方を終わります！
他のブロックがどんな働きをするか試してみて、
色々組み合わせを変えて試してみよう！


