


本書の使い方

まえがき
　２０２０年度より小学校ではプログラミング教育が必修化となり、Scratch( スクラッチ）を筆頭
に様々な教育用プログラミング言語が現在学習されております。それに伴いプログラミングに興味
を持つお子様も増加傾向にあります。

　ところが、教育用プログラミング言語を習得した後、次のステップに進む為、新しいプログラミ
ング言語にチャレンジする事になりますが、多くのプログラミング言語はプログラムコードをタイ
ピングする必要があり、またコードが英語になるためお子様にとってハードルが高いのが現状でし
た。

　またスマートフォンの普及に伴い「スマホのゲームを作りたい！」という要望も多くなっており
ますが、教育用プログラミング言語においては大半が開発プラットフォーム上のみの動作となり、
汎用的なアプリケーションとして開発する事が出来ませんでした。

　そこで、本書では上記の問題点を解決する AppInventor というソフトウェアについて解説してお
ります。　AppInventor はマサチューセッツ工科大学（MIT) が提供しており、Android に対応した
アプリケーションを Scratch（スクラッチ）のように命令ブロックを組み立てて、開発する事が可能
となっております。　以前、このソフトウェアについては英語版のみでしたが、TM Software, Inc に
よって日本語化プロジェクトが進んでおり、小中学生や初心者の方でも気軽に開発ができる環境が
整っております。

　本書では AppInventor の基本的な操作から、各パーツ（ユーザーインターフェース）、プログラム
の作り方を説明しており、無理なく取り組めるように構成されております。
　本書によって、一人でも教育用プログラミング言語からのステップアップとして取り組んで頂け
れば幸いです。

キッズアイティ合同会社
　代表　　　鍋藤　優

①本書では各章毎にテーマを設定して説明しています。アプリケーションを開発するにあたり、不
要と思われる章については飛ばして頂いても問題ございません。

②４章および５章で使う画像素材については下記URLよりダウンロード頂けます。

　https://kidsprograming.net/apin/

　※ドメイン変更等でダウンロードできなければinfo@kidsprograming.netまでご連絡ください。

③AppInventorについてはインターネット環境およびGoogleアカウントが必要となりますのでご
注意ください。
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AppInventor は WEBブラウザで操作します。
まずは AppInventor（日本語版）を開きましょう。

AppInventorを起動しよう

AppInventor に接続しよう
　まずは AppInventor�日本語版サイトにアクセスしてみましょう。検索エンジン（Google や Yahoo! な
ど）から検索するか、直接リンクを入力してホームページにアクセスします。

❶ ブラウザを開いて検索ボックスに上のように入力するか、 
https://AppInventor.tmsoftwareinc.com/に直接アクセスします。

インターネットブラウザーを開こう

インターネットに接続している PC にて、イン
ターネットブラウザを開いてください。
PCによって異なりますが、下記のようなアイコ
ンで登録されています。

❷ 検索結果から「MIT AppInventor 2 日本語化プロジェクト」 
のリンクをクリックします。

※ 2021 年 9 月時点の情報となります。現在 AppInventor2 日本語化プロジェクトでは翻訳ファイルの作成
を進めておられるようで、下記サイトでも日本語版が利用できるようになる可能性があります。
https://appinventor.mit.edu/
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❸ AppInventor 日本語版サイトにアクセスできました。

Google アカウントでログインしよう
　つぎは、Google アカウントを使って AppInventor�にログインしてみましょう。先ほど開いたページの�
� � �����������ボタンを押すことでGoogle アカウントのログイン画面が開かれます。

❷ パスワードを入力して「次へ」を押します。

自動的に画面が遷移し下記のページが表示されれば成功です。

これで準備は完了です。次ページより AppInventor の基本的な使い方を説明します。

❶メールアドレスを入力して「次へ」を押します。

※ Googleアカウントを持っていない場合は
作成してください。
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AppInventorではグラフィカルな操作にてアンドロイドの画
面を作る事ができます。

プロジェクト作成＆パーツ配置

プロジェクトを作成しよう

　はじめにプロジェクトを作成してみましょう。プロジェクトとは、アプリを構成するさまざまな要素
を 1つにまとめた単位のことです。作成には画面左上の����������������������������ボタンを押します。

❶このボタンを押します。

　画面中央にプロジェクト名を指定するダイアロ
グが表示されます。プロジェクト名に指定できる
のは半角英数字とアンダーバー（�_�）のみですの
で注意してください。また、プロジェクト名は英
字からはじまる必要があります。入力したら OK
ボタンを押しましょう。
　例では「SampleProject」という名前で作成し
ていますが、今回はサンプルとなりますので好き
な名前を付けてください。❷ プロジェクト名を入力してOKを押します。

❸ プロジェクトが作成されました。
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パーツを配置しよう

　続いて、画面にパーツを配置する方法を学びましょう。以降の章でもこの方法を用いてアプリ画面を
作成していきます。

　ボタンとチェックボックス以外のパーツでも、同じ方法で追加できます。配置したパーツを削除した
いときは、次の手順で削除することができます。

❶ 画面左の「パレット」から「ボタン」にカーソルを合わせ 
画面中央の「ビューアー」にドラッグ＆ドロップします。

❷ 同様の手順で「チェックボックス」をドラッグ＆ドロップで配置します。
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❶ 削除したいパーツを「ビューアー」か
「コンポーネント」から選択します。

❷「削除」ボタンを押します。

❸ 削除の確認ダイアログが表示されたら 
「削除」ボタンを押します。

❹ ボタン2 が削除されました。

AppInventor�ではアプリを開発する上で、パーツの配置とレイアウトをすべてこの方法で行います。　
それぞれのパーツの役割や機能は次章以降で解説します。

パーツを削除しよう

　次はパーツを削除する方法です。不要となったパーツ等は以下の方法で削除してください。
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AppInventorでは命令ブロックを組み合わせることで、プロ
グラムを作る事ができます。

プログラムの作成方法

ブロック編集画面を表示しよう
　では、プログラムを作成してみましょう。パーツのレイアウト（デザイン編集）画面からプログラム
の作成（ブロック編集）画面に移動するには画面右上の�������������������ボタンを押します。

❶このボタンを押します。

　これがブロック編集画面です。デザイン編集画面に戻るには同様に画面右上の�������������������ボタンを押し
ます。このように AppInventor では、「デザイン編集」と「ブロック編集」の 2つの画面を使い分けて
アプリを開発していきます。

❷ ブロック編集画面が表示されました。



命令ブロックを配置しよう
　ではここからは「命令ブロック」を用いてプログラムを作成していきましょう。「デザイン編集」画
面と同様に、画面左の「ブロック」エリアから必要な命令ブロックをドラッグ＆ドロップして「ビューア」
エリアに配置していきます。
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　つぎは、実際にブロックを配置してみましょう。

❶「ボタン」をクリックします。

❷ 開かれたブロックの一覧からこのブロックを 
ドラッグ＆ドロップしてビューアーに配置します

❸ ブロックが配置されました

　このように命令ブロックを組み立ててプログラムを作成します。これ以外のブロックも自由に追加し
てみましょう。なお、ブロックの削除は次の方法で行います。
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命令ブロックを削除しよう
　ブロックを削除するには削除したいブロックを「ビューアー」エリア右下のゴミ箱�����にドラッグアン
ドドロップします。

❶このブロックを削除したい場合 
ゴミ箱までブロックをドラッグ＆ドロップします。

❷ ブロックが削除されました。

POINT

　ブロックをすべて削除すると次のようなダイアログが表示されます。これは自動保存を行う際
にプログラムが存在しない場合に発生する警告で、この対応を次の 2つから選択します。
＜対応＞
•�Save�the�empty�screen�now.�
� →�すべてを削除した状態で保存します。
•�Restore�the�previous�version.�
� →�ひとつ前のバージョンに戻します。
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AppInventorでスマートフォンに接続して、作ったプログラム
の動作を確認できます。

スマートフォンで動かそう

接続するQRコードを表示しよう
　パソコン側にて下記メニューよりQRコードを表示します。

スマートフォン側にアプリを入れよう

　AppInventor に接続するために、事前に専用アプリ
を入れておく必要があります。GooglePlay ストアより
AppInventor にて検索し [MIT�AI2�Companion] をインス
トールしてください。

　なお、接続するためには同一ネットワーク（WIFI 環境）
に接続している必要がありますので、注意してください。

❶ AppInventorにて検索

❷ [MIT AI2 Companion] がヒットす
るので、インストールします。

❶メニューより、接続→ AI2 Companionアプリを
選択します。

❷ QRコードが表示されればOKです。
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QRコードを読み込んで接続
　スマートフォンにて先ほどインストールしたアプリを開き、QRコードを読み込みます。なお、起動
時にカメラの許可を求められる場合がありますので、その場合は許可してください。

POINT

うまく接続できない場合、下記の手順を試してみましょう。

❶ [Scan QR code] にて、カメラを起動してQR
コードを読み込みます。もしくは QRコードの
横に表示されている６桁の入力して[connect 
with code] をタップします。

❷ パソコン側でこのようにステータスバーが表示さ
れれば、接続が開始できています。

❸ 接続が完了すれば、スマートフォン側に
て先ほど作ったプロジェクトが表示され
動かす事が出来るようになります。

プロジェクトの内容がスマートフォンに
反映されない場合

パソコン側にて、一度接続を切断してから再
接続します。

接続後のステータスバーが
途中で止まる場合

接続を切断した後、再接続時に [Use�Legacy�
Connection] にチェックを入れてください。
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AppInventorでは実際にAndroidアプリケーションとして出
力してインストールする事ができます。

スマートフォンにインストールしよう

プロジェクトをビルドする
アプリケーションとして出力したいプロジェクトを開き、ビルドを選択します。

　AppInventor にて作ったプロジェクトは、前ページのように AppInventor アプリから動作させる
だけでなく、実際にアプリケーションとしてスマートフォンにインストールする事が可能です。なお、
GooglePlay ストアに認証を受けていないアプリケーションのため、インストール時にセキュリティ
ソフトや権限設定で阻止される場合があります。なお、インストールの必要がない場合、本テクニッ
クは読み飛ばしてください。

❶メニューより「ビルド」を選択します。

❷アンドロイドアプリ(.apk)を選択します。

❸ QRコードが表示されます。スマートフォン
にてQRコード読み取り可能なカメラアプ
リにて読み込んでください。

　 ※ AppInventor のアプリで読み込むので
はありません。



apkファイルをインストールしよう
　QRコードにて読み込んだURLより、プロジェクトのapkファイルがダウンロードされます。apkファ
イルとはアプリケーションを配布するためのファイルとなります。このファイルを実行するとスマート
フォンにアプリケーションがインストールされます。
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❷ インストールをクリックします。

❸ インストールするをクリック
します。

❹ インストールが始まり、このようにアイ
コンが作られている事が確認してくだ
さい。

❺アプリケーションを起動する
と、このようにメッセージ出
ますが無視してください。

❶ ダウンロードされたファイルを開くと、メッ
セージが出ますが「OK」を選択します。

インストール後の起動時



１章
ＵＩの
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　ラベルを画面に配置する方法と、配置したラベルの文字の大きさや背景などの変え方を覚えま
しょう。このセクションでは下記のテクニックを学びます。

ラベルは画面に文字を表示させることができる基本的な
UI(ユーザーインターフェース )です。

ラベルを使いこなそう

このセクションで学ぶこと

ラベルの配置方法

背景色の設定

文字情報の設定

大きさ・配置場所の設定

このセクションで作るアプリケーション
レイアウト

ラベルを配置して設定を変えます。
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ラベルを配置しよう

❶ 配置したいＵＩをドラッグ&ドロップで
ビューア―に入れます。

　画面左側の【ユーザーインターフェース】より「ラベル」を画面真ん中の【ビューア―】にドラッグ
＆ドロップします。このような手順で、ユーザーインターフェース（ＵＩ）のパーツを配置する事がで
きます。

POINT

　配置したユーザーインターフェース ( ＵＩ )
パーツは、画面右側のコンポーネントビューに
表示される事になります。
　パーツを配置したら、名前はデフォルトで右
のようになりますが、パーツが増えるに従って
混乱しやすいので、必要に応じて名前を変える
ようにしてください。
　また、間違って配置した場合も、このビュー
にて削除する事ができます。
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２つ目のラベルを配置しよう（文字を変える）

❶ラベルをドラッグ＆ドロップ

　ＳＴＥＰ０１と同じように、２つ目のラベルをドラッグ &ドロップしましょう。１つ目のラベルの下
に「ラベル２」が配置されます

POINT

　ビューアーに配置したパーツは、このようにプロパティ
より各種内容を設定する事ができます。パーツによって設
定できる項目が異なります。なお、この値はアプリが動き
始めた時点の設定値となりますが、プログラムより変更す
る事も可能です。（次のセクションで作ります）

❷ラベル２が配置されれば成功

　ラベル２が配置されたら、文字の内容とフォントサイズ（大きさ）を変えるため、画面右のプロパティ
より設定を変えましょう。

❶ フォントサイズを３４にしま
す。この数値で文字の大きさを
決めます。

❷テキストの欄に、ラベルに表示
したい文字を入れてください。

※ プロパティは選択したパーツの設定
情報です。パーツが選択できていな
い場合は、ビューアーまたはコン
ポーネントからクリックして選択し
ましょう。

❸ ビューアーに変更した内容が
表示されれば正しく設定でき
ています。
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３つ目のラベル（背景色を変える）

❶ラベルをドラッグ＆ドロップ

　次は背景色を設定したラベルを作ります。ここまでと同じようにラベルを配置してプロパティを設定
しましょう。

❷ 背景色を好きな色に変えてく
ださい。

❸テキストも分かりやすい名前に
変えておきましょう。

❹ ビューアーのラベル３の背景色＆テキス
トが変わっている事を確認しましょう。
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４つ目のラベル（大きさを変える）

❶ラベルをドラッグ＆ドロップ

　次はラベルの大きさ（高さ・幅）を変えて配置します。同じ手順でラベルを配置してから、プロパティ
で設定します。

　ラベルが配置できたら、プロパティより幅・高さの設定をします。初期状態は自動となっており、クリッ
クする事で、設定画面が開きます。

❷ 対象の項目をクリック

❸ 設定画面が開くので、30
パーセントにしてからＯＫ
ボタンを押しましょう。

　下記の通り設定して、このように表示されれば完成です。

❹ 幅も変えてください。背
景色とテキストは好きな
内容にしましょう。

❺このように変わればＯＫ
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５つ目のラベル（テキスト情報を変更）

❶ラベルをドラッグ＆ドロップ

　次はラベルの大きさ（高さ・幅）を変えて配置します。同じ手順でラベルを配置してから、プロパティ
で設定します。

　プロパティよりテキスト情報を設定しましょう。右のように表示されれば完成です。

❷このように変わればＯＫ
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練習問題１－１　ラベルの配置

　パーツは画面左のユーザーイ
ンターフェースよりドラッグアンド
ドロップにて配置しましょう。
　また、それぞれのパーツの大き
さや文言などはプロパティより設
定できます。

　ラベルを配置して下記のレイアウトを作りましょう。各ラベルの設定値は初期状態と異なる項目のみ
記載しています。

【背 景 色】緑
【フォントサイズ】3 0
【テキスト】ラベル１のテキスト
【テキスト色】白

【背 景 色】シアン
【高さ】２０パーセント
【幅】画 面 いっぱいに表 示
【テキスト】ラベルの練 習です
【テキスト配 置】中 央 寄せ

【背 景 色】黄 色
【フォントサイズ】２0
【高さ】５０パーセント
【幅】画 面 いっぱいに表 示
【テキスト】右 寄せのテキストです
【テキスト配 置】右 寄せ
【テキスト色】赤



解答例
　それぞれのラベルのプロパティを下記の通りに設定します。赤枠で囲んでいる項目が初期状態から変
更した内容となります。



1章 UIの基礎を学ぼう

テクニック

１-２
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　ボタンを画面に配置する方法と、ボタンが押されたアクションをキッカケにプログラムを動か
す方法を覚えましょう。このセクションでは下記のテクニックを学びます。

ボタンを画面に配置し、押したタイミングでプログラムを起動
するようにしましょう。

ボタンを使いこなそう

このセクションで学ぶこと

ボタンの配置方法

ボタンアクションの取得

ブロックによるプログラミング

プログラムからのラベルテキスト変更

ボタン「数字を増やす」を押すと、ラベ
ルの数値が１ずつ増えるようにします。

レイアウト

このセクションで作るアプリケーション
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ラベルおよびボタンを配置しよう

❶ はじめにラベルを配置してください。

　「ラベル」と「ボタン」を画面に配置します。「ボタン」の配置方法はラベルと同じで【ユーザーインター
フェース】よりドラッグ＆ドロップしてください。

❷ラベルを配置後にボタンを配置してください。

それぞれのパーツのプロパティは下記の通りに設定します。
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ボタンを押した判断をするプログラム
　画面のデザインは完成しましたので、次にボタンを押した時に動くプログラムを作成します。
　画面右上の【ブロック編集】のボタンを押して、プログラムを作る画面を開きましょう。

　プログラムを作るためのエディターが開いたら、左側の「ボタン１」をクリックします。クリックす
るとボタンに関係する命令が表示されますので「いつもボタン１. クリックされたら実行する」を取り
出してください。

❶【ブロック編集】をクリック

❷ プログラムを作るためのエディターが表示されます。

❸【ボタン１】をクリック

❹ 対象の命令ブロックをクリックして取り出す

もし間違って取り出したら、ごみ
箱にドラッグ＆ドロップで削除で
きます。
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ラベルにテキストを設定する命令ブロック

　まずラベルのテキストを書き換える命令を取り出して、「いつもボタン１. クリックされたら実行する」
の中にセットします。

❶【ラベル１】をクリック

❷ 対象の命令ブロックをクリックして取り出し、ＳＴＥＰ
02で取り出した命令の中にセットする

※この時点で×が表示されますが、後の工程で消
えるので問題ありません。

POINT

　ここで取り出した命令ブロックの「テキスト」の部分はクリッ
クする事でテキスト以外の他の項目を選択できます。なお、選
択できる項目は【デザイン編集】時のプロパティの一部となり
ます。
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ラベルの数字を取り出して１増やす
　STEP03 で作ったプログラムにて、ラベルのテキストを更新できるようになったので、次はラベルに
表示されている数値を増やすプログラムを追加します。

❷ 足し算のブロックを取り
出します。

　次にラベルにセットされている数値を取り出す命令を使います。ラベルの命令より取り出して、先ほ
ど作った足し算のブロックの左側にセットしましょう。

❶【数学】をクリック

❸【ラベル１】をクリック

❹ ラベル１に表示されている内
容を取り出す命令ブロックと
なります。足し算のブロックに
セットします。

　次にラベルから取り出した数値を１増やします。

❺【数学】をクリック ❻【０】を取り出して、足し算の
右側にセットします。

❼０の部分をクリックして、数値
を１に変更します。
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１増やした結果をラベルにセット

　ラベルの数値を１増やすプログラムは作れたので、あとはラベルに表示させるだけです。
STEP03 にて作った命令にセットして完成です。

❶ STEP03 にて作ったプログラムに、STEP04で作ったプ
ログラムをセットします。

　画面よりボタンを押す度に、ラベルの数値が増
える事を確認してください。

POINT

　このプログラムでは、ラベルの数字を１ずつ増やす事はできますが、リセット ( ０に戻す ) 事はで
きません。そこで０に戻したい場合は、同様にボタンを追加してプログラムを作ると良いでしょう。

❶ リセットボタンを追加します。ボタン名は
「ボタン２」としています。

❷「ボタン２」がクリックされたら、ラベルのテ
キストに０をセットします。
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練習問題１－２　ボタンの利用

　パーツ毎にそれぞれの命令ブロックが用意されています。
作りたい対象パーツをクリックすると命令ブロックが表示されます。

　それぞれのボタンを押すとラベルが変化するプログラムを作ります。

【名 前】ラベル 1
【背 景 色】ピンク
【フォントサイズ】2 0
【幅】画 面 いっぱいに表 示
【テキスト】0
【テキスト配 置】中 央 寄せ

【名 前】ボタン1
【幅】画 面 いっぱいに表 示
【テキスト】＋２ボタン
【テキスト配 置】中 央 寄せ
この ボタンが 押されたら、ラベルの数
値 を＋２します。

【名 前】ボタン2
【幅】画 面 いっぱいに表 示
【テキスト】ー２ボタン
【テキスト配 置】中 央 寄せ
この ボタンが 押されたら、ラベルの数
値 をー２します。

【名 前】ボタン3
【背 景 色】黄 色
【テキスト】リセットボタン
この ボタンが 押されたら、ラベルの数
字 を０に戻します。

クリックしたパーツの命令ブロックが表示対 象 パーツ

※ブロック編集画面


