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littleBitsワークショップのプランの立て方
Step 1 年齢グループを選択します。

たとえば、8-10歳、11-13歳、または14歳以上、など。

Step 2 年齢層に応じて、以下の表を参照してください。

Step 3 クラスやワークショップがどれくらいの長さになるか、
そしてその項目にある提案を参照してください。

※これらの推奨項目は、過去に開催された
littleBitsのワークショップに基づいています。こ
れにとらわれず異なる内容にしてもかまいま
せん。ただし、生徒が多くなるとそれだけ時間
が多く必要になることに留意してください。

8-10歳までの推奨事項

時間 内容 配分 用品 道具
30分

1時間

Bitがどのように動作する
か、という基本的なデモと
クラフト材料を使った実験

Bitがどのように動作する
か、という基本的なデモと
簡単なプロジェクトの完成

10分間 デモ
10分間 Bitを使った遊び
10分間 クラフト材料を使った実験

10分間 デモ
10分間 Bitを使った遊び
30分間 プロジェクトの組み立て
10分間 プロジェクトのシェア

クラフト用品
（くわしくは8ページ参照）

既成のテンプレートによる
所定のプロジェクト
（くわしくは7ページ参照）

はさみ

はさみ

11-13歳までの推奨事項

時間 内容 配分 用品 道具
30分

1時間

2時間

Bitがどのように動作する
か、という基本的なデモと
クラフト材料を使った実験

Bitがどのように動作する
か、という基本的なデモと
簡単なプロジェクトの完成

Bitがどのように動作する
か、という基本的なデモと
簡単なプロジェクトの完成

5分間 デモ
10分間 Bitを使った遊び
15分間 クラフト材料を使った実験

5分間 デモ
10分間 プロジェクトのブレスト
35分間 プロジェクトの組み立て
10分間 プロジェクトのシェア

10分間 デモ
30分間 プロジェクトのブレスト
70分間 プロジェクトの組み立て
10分間 プロジェクトのシェア

クラフト用品
（くわしくは8ページ参照）

0から独自のプロジェクト
を構築するためのクラフト
材料

0から独自のプロジェクト
を構築するためのクラフト
材料

はさみ
ホットグルーガン

はさみ
ホットグルーガン

はさみ
ホットグルーガン
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14歳以上の推奨事項

時間 内容 配分 用品 道具
30分

1時間

2時間

Bitがどのように動作する
か、という基本的なデモと
クラフト材料を使った実験

5分間 デモ
10分間 Bitを使った遊び
15分間 クラフト材料を使った実験

クラフト用品
（くわしくは8ページ参照）

はさみ、
X-actoナイフ、
ホットグルーガン

はさみ、
X-actoナイフ、
ホットグルーガン

Bitがどのように動作する
か、という基本的なデモと
簡単なプロジェクトの完成

5分間 デモ
10分間 プロジェクトのブレスト
35分間 プロジェクトの組み立て
10分間 プロジェクトのシェア

プロジェクトを組み立てる
ためのクラフト用品

レーザーカッター、
3Dプリンター、
電気道具などの
高度な道具

Bitがどのように動作する
か、という基本的なデモと
プロジェクトの完成

10分間 デモ
30分間 ブレスト
70分間 プロジェクトの組み立て
10分間 プロジェクトのシェア

0から独自のプロジェクト
を構築するためのクラフト
材料

3時間 レーザーカッター、
3Dプリンター、
電気道具などの
高度な道具

Bitがどのように動作する
か、という基本的なデモと
完全なプロジェクトの完成

10分間 デモ
60分間 ブレストとスケッチ
100分間 プロジェクトの組み立て
10分間 プロジェクトのシェア

0から独自のプロジェクト
を構築するためのクラフト
材料

4時間 レーザーカッター、
3Dプリンター、
電気道具などの
高度な道具

Bitがどのように動作する
か、という基本的なデモと
完全なプロジェクトの完成

10分間 デモ
60分間 ブレストとスケッチ
180分間 プロジェクトの組み立て
10分間 プロジェクトのシェア

0から独自のプロジェクト
を構築するためのクラフト
材料
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littleBitsデモの進め方
Step 1: ブルーのパワーBitを説明

各生徒にブルーのパワーBit（電源部品）を配り、電源をオンにします。

ここでたとえば「各回路はブルーのパワーBitが必要です。これから構
築しようとしている回路の電力を供給します。」という説明をします。

電源がオンになるとライトが赤く光ります。赤く光らない場合にはバ
ッテリーを交換しましょう。USB電源を使用している場合には、コンピ
ューターかUSB電源が必要になります。

Step 2: グリーンのアウトプット（出力）Bitを追加

次にグリーンのアウトプットBitを配ります。これはブルーのパワーBit
にはめ込みます。生徒たちは、Bit同士ははめ込んで組み立てられる
ことをすぐに理解するはずです。Bit同士は1方向のみにはめ込みます
。はめ込んだら、グリーンのBitをオンにします。

パワー（電源）+アウトプット（出力）＝何かが起こる！
これがもっとも基本的な概念です

Step 3: ピンクのインプット（入力）Bitを追加

次に生徒たちにピンクのインプットBitを渡します。ここで「ピンクの
Bitはグリーンの部品に語りかける役割を持っている。さあ、どうする
のか示そう。ここでピンクのBitをブルーとグリーンのBitの間に入れ
てみよう」などと解説します。彼らが持っている入力部品に応じて、ピ
ンクのBitはグリーンのBitに「異なるストーリー」を伝えます。ほとんど
の場合、グリーンの部品がオンになるようにピックの部品に何かを行
う必要があります。

Step 4: 発見を促す

生徒たちにBitを調べさせてください。Bitがどのような役割を持って
いるのかを調査することは生徒たちにとっては常に素晴らしいことな
のです。このようにすることで、自分たちがどのようなプロジェクトを
作っていくかのアイデアを得ることができるのです。
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littleBits回路の見本
ここでは、デモを楽しむための回路を示します。

1 色つきのディマー = 電源 + +ディマー RGBのLED

強さを表すメーター = 電源 + +プレッシャーセンサー バーグラフ2 

くすぐりマシン = 電源 + ++パルス ワイヤー バイブレーションモーター3 
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どんなプロジェクトを作るか?

2 プロジェクトが個々のBitの組み合わせで成り立っている場合

ギャラリー ( http://jp.littlebits.com/upload/ ) で、
たくさんのクールなプロジェクトの例をご覧ください。

1 プロジェクトが特定のキットを中心に展開する場合の例

Treasure Chest
（宝物の箱）

Night Eyes
（ライト）

Super Stirrer
（かき混ぜ器）

Ornament
（オーナメント）

Ice Skater
（アイススケーター）

New Year's Hat
（ニューイヤーズハット）

Candy Cane
（キャンディの杖）

Flickering Lantern
（ちらつくランタン）

Bristle Bot
（振動ロボット）

Back Massager
（背中マッサージ器）



7

プロジェクトのテンプレート

テンプレートの特長は以下の通りです。

プロジェクトのテンプレートとは、プロジェクトを構築する際の手助け
として、あらかじめ用意されている設計図です。
次のページに例があります。

1 時間を節約できる
生徒が工作用紙から構造物を構築する方法を理解するの
に十分な時間がない場合でも、テンプレートさえあればうま
くいきます。生徒はテンプレートを使って簡単に切ったり、折
ったり、接着してlittleBitsを追加することができるのです。

2 幼い子どもでも対応可能
特に生徒の年齢が8歳から10歳の幼いクラスでは、大人の
手を借りずにプロジェクトを作成するのが困難な場合があ
ります。テンプレートがあれば、幼い生徒でもBitの組み立て
に集中することができ、かつ構築する時間を短縮できます。

3 授業でも活用可能
テンプレートのスタックをプリントすれば、多くの生徒にそ
れぞれ素材を渡すことができます。そうすれば、各生徒は各
々自分のプロジェクトに取り組むことができます。そして、生
徒は常に自分のプロジェクトに色を付けたり、クラフト材料
を付け加えたりというような独自の雰囲気を出すことができ
ます。

4 フレキシブルな発想で・・・
素晴らしいプロジェクトを作るためには、何も特別な
littleBitsテンプレートが必ずしも必要とは限りません。無料
のテンプレートが用意されている、オンラインで使用可能な
ウェブサイトがたくさんあります。たとえば、オンラインで「家
」のテンプレートを見つけたら、生徒はその家をあたかも自
分の持ち物のようにできるのです。ただの味気ない紙の家
の窓にライトを点滅させたり、ドアにドアベルを付けたりす
ることもできます。

igloo
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クラフト素材のショッピングリスト
おすすめクラフト素材：

アイスキャンディーの棒・
パイプクリーナー・

・ 工作用紙
・ ティッシュペーパー
・ モデリング木材/バルサ材
・ テープ、両面テープ
・ グルードット（ドット状の接着剤）
・ ジングルベル
・ プラスティックのストロー
・ ヘッドバンド
・ 発泡スチロールのボール
・ ラバーバンド
・ コットンボール
・ マーカー

よく使う工具：

・ はさみ
・ ホットグルーガン（グルースティック）
・ X Actoナイフ
・ ワイヤーカッター

より高度な工具（年齢が高い生徒向け）：

・ レーザーカッター
・ 3Dプリンター
・ 電動工具
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プロジェクトのティップスとトリック
littleBitsを組み立てるときに使う、より良い結果を得るためのティップスです。

1 ノイズを出す
バイブレーションモーター + ベル で
ベルの響きの音が作れます。

2 散光効果
LED + 発泡スチロールのボールで
光を拡散させることができます。

3 動作を表す
バイブレーションモーター + プラスチックの
イースターエッグの半分で動作を表すことができます。

4 回転させる
何かを回転させるならDCモーターに取り付けます。
たとえば、プラスチックのストローは効果抜群です。

5 テープ、そしてグルードットを使う
プロジェクトにBitを接着するには、ポスタータックやグルー
ドットのようなものを使うといいでしょう。またテープもたく
さん使います。テープは文房具店などに置いてあります。

6 素早い組み立てのために
工作用紙で作られたクラフトプロジェクトに構造を加える
のに適しているのは、バルザ材のスティックやプラスチック
のストローです。

7 ワイヤーモジュールの活用
構造体の内部の、置きたい場所に正確にBitを配置するの
に役立つのがオレンジ色のモジュール（ブランチ、フォーク、
ワイヤー）です。
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ワークショップをシェアしましょう！
我々は、Bitのスター達がlittleBitsを使っているの
を見るのが大好きです。

どうぞプロジェクトページにあなたのレッスンプ
ランやプロジェクトのアイデアをアップロードし、
littleBitsのコミュニティでシェアしてみましょう。

http://jp.littlebits.com/upload/
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now go 
have some 
geeky fun!
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