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シラバス （1コマ目） 
 

タイトル IoT/コネクテッドホームとは１ 

授業前学習 IoT/Connected Homeについて調査しておくこと。 

 

授業の内容 

 

 

 

・はじめに IoT/コネクテッドホームとはどんなものかを考える 

・IoTのいろいろな事例を知ることにより理解を深める 

・IoTサイクル 

（1） 現実世界から収集したデータ 

（2） クラウドやデータセンターに集約し 

（3） 集約したデータを分析・統合して 

（4） 分析結果を現実世界のシステムやサービスにフィードバッ

クする 

を理解する。 

理解確認  コネクテッドホームについて 

 現時点でできること、少し未来でできること 

 未来に実現されるだろうこと、未来にできたらいいなと思うこと 

 をディスカッションしながら、書きだして理解を確認する。 

 

授業後学習 ・IoT家電にどんなものがあるかを調べてみる 

 

キー項目 ・IoT モノのインターネットについての理解 

・ハウスメーカーやスマートスピーカーのプラットフォームとして

の役割 
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シラバス （2コマ目） 
 

タイトル IoT/コネクテッドホームとは 2 

授業前学習 IoT家電にどんなものがあるかを調べておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・IoT/コネクテッドホームを実現するために必要な技術について 

学習します。 

・IoT/コネクテッドホームに必要な要素とその仕組みについて 

理解を深める 

（デバイス・センサー・ネットワーク・アプリケーション） 

・電力確保の重要性についても認識させる。 

・ネットワーク技術の基礎知識を学習する。 

 主に家庭内での LANの構築に必要な知識やセキュリティの 

設定の仕方について学習する。 

・IoTに特化した通信方式についても知識として学習する 
 

理解確認 ・家にインターネットを導入するときに何を契約してどのように 

 通信機器を設置すればよいかをレポート提出 

授業後学習 ・家にインターネットを導入するときに何を契約してどのように 

 通信機器を設置すればよいかを復習する 

 

キー項目 ・インターネットとはどういうものか 

・インターネットを利用するための回線、通信機器の種類 

・セキュリティについての理解 
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シラバス （3コマ目） 
 

タイトル プログラミング言語「mruby/c」とは 

授業前学習 組み込みプログラムとはどういうものか調べておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・プログラム言語 Rubyの紹介 

・プログラム言語として Ruby , mruby , mruby/cの比較し 

違いを理解する 

・グループでペアプログラムの方式で、簡単なプログラムを 

記述してみる。 

 「マイコン上の LEDを点滅させる」 

・組み込みプログラミングに必要な基本的な文法を学習する。 

While文（ループ）、if文(条件分岐)、くりかえし、関数 

処理を理解する。 

・組み込みプログラミングにはアプリケーションのような起動と 

終了はなく、電源がオンかオフかしかないのでWhile文が常で 

あることを理解する。 
 

理解確認 ・マイコン上の LEDが点滅したか、長さをかえたりして 

ペアの生徒同士で動作を確認する。 

授業後学習 ・基本的な文法と命令文についておさらいをする。 

 

キー項目 ・プログラム言語ｍruby/ｃ 基本的な文法 

・統合開発環境 

・組み込みプログラミングの構造 

 

  

シラバス （2コマ目） 
 

タイトル IoT/コネクテッドホームとは 2 

授業前学習 IoT家電にどんなものがあるかを調べておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・IoT/コネクテッドホームを実現するために必要な技術について 

学習します。 

・IoT/コネクテッドホームに必要な要素とその仕組みについて 

理解を深める 

（デバイス・センサー・ネットワーク・アプリケーション） 

・電力確保の重要性についても認識させる。 

・ネットワーク技術の基礎知識を学習する。 

 主に家庭内での LANの構築に必要な知識やセキュリティの 

設定の仕方について学習する。 

・IoTに特化した通信方式についても知識として学習する 
 

理解確認 ・家にインターネットを導入するときに何を契約してどのように 

 通信機器を設置すればよいかをレポート提出 

授業後学習 ・家にインターネットを導入するときに何を契約してどのように 

 通信機器を設置すればよいかを復習する 

 

キー項目 ・インターネットとはどういうものか 

・インターネットを利用するための回線、通信機器の種類 

・セキュリティについての理解 
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シラバス （４コマ目） 
 

タイトル 組み込みプログラミング 1 

授業前学習 前回学習した統合開発環境の使い方設定をおさらいしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・統合開発環境を使って、mruby/cのプログラムを作成していきま

す。以下の内容について学習します。 

＊デジタル出力を制御するプログラム 

＊PWM出力とそのプログラム 

 

・グループでペアプログラムの方式で、環境構築から簡単な 

プログラム作成を行う。  

・ハードウェアは PSoC5マイコンボードのデジタル出力を 

使ってプログラムを書いてみる 

・ブレッドボードを使い、ピンをさして電圧の変化を確認。 

・演習問題、発展問題を通して同じ命令を何度も記述しない 

プログラムの記述方法について学習する。 
 

理解確認 ・演習課題、発展課題をペアの生徒同士でプログラミングし 

正しく動作しているかを確認しあう。 

授業後学習 ・プログラムの構造について、できるだけ同じ処理をまとめるには

どうしたらよいかをおさらいする。 

キー項目 同じ命令を何度も記述しないように繰り返処理を使って記述 
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シラバス （5コマ目） 
 

タイトル 組み込みプログラミング 2 

授業前学習 前回学習した統合開発環境の使い方設定をおさらいしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・統合開発環境を使って、mruby/cのプログラムを作成していきま

す。以下の内容について学習します。 

＊デジタル出力を制御するプログラム 

＊PWM出力とそのプログラム 

 

・グループでペアプログラムの方式で、環境構築から簡単な 

プログラム作成を行う。  

・ハードウェアは PSoC5マイコンボードのデジタル出力を 

使ってプログラムを書いてみる 

・ブレッドボードを使い、ピンをさして電圧の変化を確認。 

・演習問題、発展問題を通して同じ命令を何度も記述しない 

プログラムの記述方法について学習する。 
 

理解確認 ・演習課題、発展課題をペアの生徒同士でプログラミングし 

正しく動作しているかを確認しあう。 

授業後学習 ・プログラムの構造について、できるだけ同じ処理をまとめるには

どうしたらよいかをおさらいする。 

キー項目 同じ命令を何度も記述しないように繰り返処理を使って記述 

 

 

 

  

シラバス （４コマ目） 
 

タイトル 組み込みプログラミング 1 

授業前学習 前回学習した統合開発環境の使い方設定をおさらいしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・統合開発環境を使って、mruby/cのプログラムを作成していきま

す。以下の内容について学習します。 

＊デジタル出力を制御するプログラム 

＊PWM出力とそのプログラム 

 

・グループでペアプログラムの方式で、環境構築から簡単な 

プログラム作成を行う。  

・ハードウェアは PSoC5マイコンボードのデジタル出力を 

使ってプログラムを書いてみる 

・ブレッドボードを使い、ピンをさして電圧の変化を確認。 

・演習問題、発展問題を通して同じ命令を何度も記述しない 

プログラムの記述方法について学習する。 
 

理解確認 ・演習課題、発展課題をペアの生徒同士でプログラミングし 

正しく動作しているかを確認しあう。 

授業後学習 ・プログラムの構造について、できるだけ同じ処理をまとめるには

どうしたらよいかをおさらいする。 

キー項目 同じ命令を何度も記述しないように繰り返処理を使って記述 
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シラバス （6コマ目） 
 

タイトル 組み込みプログラミング 3 

授業前学習 前回学習したプログラムの構造についておさらいしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・統合開発環境を使って、mruby/cのプログラムを作成していきま

す。以下の内容について学習します。 

＊マルチプログラミング 

＊センサ入力を伴うプログラム 

 

・マルチプログラミングでは、IoTで複数のセンサーを使う場合、取

得するタイミングが異なるため、同じループの中で記述できない処

理を複数のプログラムを実行して一つのシステムとして実現するこ

とを学習する。 

・センサー入力を伴うプログラムは外部からの入力をうけて、プロ

グラムが処理を実行することを学習する。 

 

・ハードウェアは PSoC5マイコンボードの LEDの点滅をつかって 

使ってプログラムを書いてみる 

 

理解確認 ペアの生徒同士でプログラミングし正しく動作しているかを 

確認しあう。 

授業後学習 ・マルチプログラミングと外部入力を伴うプログラミングについて

おさらいをする。 

キー項目 マルチプログラミング 

外部入力をともなうプログラミング 
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シラバス （7コマ目） 
 

タイトル SneStickについて 

授業前学習 プログラミングを忘れないように復習すること 

SenStickについてしらべてみること 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickについて学習する。 

 基本的に 8つのセンサーを持ち、スマホと Bluetoothで 

接続する。 

 

・加速度センサーについて、機能と役割を学習する。 

・スマホと SenStickをつないで、実際にどのようなデータが 

流れているかを確認する。 

 

理解確認 ペアの生徒同士でスマホから見れるデータを確認しながら、 

どのようにこのデータを使うのか考える。 

 

授業後学習 加速度センサーが何に使われているかをおさらいする 

 

キー項目 加速度センサーのはたらき 

実際のデータ確認 

 

 

  

シラバス （6コマ目） 
 

タイトル 組み込みプログラミング 3 

授業前学習 前回学習したプログラムの構造についておさらいしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・統合開発環境を使って、mruby/cのプログラムを作成していきま

す。以下の内容について学習します。 

＊マルチプログラミング 

＊センサ入力を伴うプログラム 

 

・マルチプログラミングでは、IoTで複数のセンサーを使う場合、取

得するタイミングが異なるため、同じループの中で記述できない処

理を複数のプログラムを実行して一つのシステムとして実現するこ

とを学習する。 

・センサー入力を伴うプログラムは外部からの入力をうけて、プロ

グラムが処理を実行することを学習する。 

 

・ハードウェアは PSoC5マイコンボードの LEDの点滅をつかって 

使ってプログラムを書いてみる 

 

理解確認 ペアの生徒同士でプログラミングし正しく動作しているかを 

確認しあう。 

授業後学習 ・マルチプログラミングと外部入力を伴うプログラミングについて

おさらいをする。 

キー項目 マルチプログラミング 

外部入力をともなうプログラミング 
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シラバス （8コマ目） 
 

タイトル SneStickについて 

授業前学習 センサーの種類について活用例などを調べる 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickについて学習する。 

・ジャイロセンサーについて、機能と役割を学習する。 

・スマホと SenStickをつないで、実際にどのようなデータが 

流れているかを確認する。 

・加速度センサーとあわせて判定できる動きがあるかを 

学習する。 

 

理解確認 ペアの生徒同士でスマホから見れるデータを確認しながら、 

どのようにこのデータを使うのか考える。 

 

授業後学習 ジャイロセンサーが何に使われているかをおさらいする 

 

キー項目 ジャイロセンサー 

実際のデータを目で確認する 
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シラバス （9コマ目） 
 

タイトル SneStickについて 

授業前学習 センサーの種類について活用例などを調べる 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickについて学習する。 

・地磁気センサーについて、機能と役割を学習する。 

・スマホと SenStickをつないで、実際にどのようなデータが 

流れているかを確認する。 

・加速度センサー、ジャイロセンサーとあわせて判定できる動き 

があるかを学習する。 

 

理解確認 ペアの生徒同士でスマホから見れるデータを確認しながら、 

どのようにこのデータを使うのか考える。 

 

授業後学習 地磁気センサーが何に使われているかをおさらいする 

 

キー項目 地磁気センサー 

実際のデータを目で確認する 

 

 

  

シラバス （8コマ目） 
 

タイトル SneStickについて 

授業前学習 センサーの種類について活用例などを調べる 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickについて学習する。 

・ジャイロセンサーについて、機能と役割を学習する。 

・スマホと SenStickをつないで、実際にどのようなデータが 

流れているかを確認する。 

・加速度センサーとあわせて判定できる動きがあるかを 

学習する。 

 

理解確認 ペアの生徒同士でスマホから見れるデータを確認しながら、 

どのようにこのデータを使うのか考える。 

 

授業後学習 ジャイロセンサーが何に使われているかをおさらいする 

 

キー項目 ジャイロセンサー 

実際のデータを目で確認する 
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シラバス （10コマ目） 
 

タイトル SneStickについて 

授業前学習 センサーの種類について活用例などを調べる 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickについて学習する。 

・温度センサーについて、機能と役割を学習する。 

・スマホと SenStickをつないで、実際にどのようなデータが 

流れているかを確認する。 

・加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気とあわせて判定で 

きる動きがあるかを学習する。 

 

理解確認 ペアの生徒同士でスマホから見れるデータを確認しながら、 

どのようにこのデータを使うのか考える。 

 

授業後学習 温度センサーが何に使われているかをおさらいする 

 

キー項目 温度センサー 

実際のデータを目で確認する 
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シラバス （11コマ目） 
 

タイトル SneStickについて 

授業前学習 センサーの種類について活用例などを調べる 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickについて学習する。 

・湿度センサーについて、機能と役割を学習する。 

・スマホと SenStickをつないで、実際にどのようなデータが 

流れているかを確認する。 

・加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、温度 

センサーとあわせて判定できる動きがあるかを学習する。 

 

理解確認 ペアの生徒同士でスマホから見れるデータを確認しながら、 

どのようにこのデータを使うのか考える。 

 

授業後学習 湿度センサーが何に使われているかをおさらいする 

 

キー項目 湿度センサー 

実際のデータを目で確認する 

 

 

  

シラバス （10コマ目） 
 

タイトル SneStickについて 

授業前学習 センサーの種類について活用例などを調べる 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickについて学習する。 

・温度センサーについて、機能と役割を学習する。 

・スマホと SenStickをつないで、実際にどのようなデータが 

流れているかを確認する。 

・加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気とあわせて判定で 

きる動きがあるかを学習する。 

 

理解確認 ペアの生徒同士でスマホから見れるデータを確認しながら、 

どのようにこのデータを使うのか考える。 

 

授業後学習 温度センサーが何に使われているかをおさらいする 

 

キー項目 温度センサー 

実際のデータを目で確認する 
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シラバス （12コマ目） 
 

タイトル SneStickについて 

授業前学習 センサーの種類について活用例などを調べる 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickについて学習する。 

・気圧センサーについて、機能と役割を学習する。 

・スマホと SenStickをつないで、実際にどのようなデータが 

流れているかを確認する。 

・加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、温度 

センサー、湿度センサーとあわせて判定できる動きがあるかを 

学習する。 

 

理解確認 ペアの生徒同士でスマホから見れるデータを確認しながら、 

どのようにこのデータを使うのか考える。 

 

授業後学習 気圧センサーが何に使われているかをおさらいする 

 

キー項目 気圧センサー 

実際のデータを目で確認する 
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シラバス （13コマ目） 
 

タイトル SneStickについて 

授業前学習 センサーの種類について活用例などを調べる 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickについて学習する。 

・光・UVセンサーについて、機能と役割を学習する。 

・スマホと SenStickをつないで、実際にどのようなデータが 

流れているかを確認する。 

・加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、温度 

センサー、湿度センサー、気圧センサーとあわせて判定できる 

動きがあるかを学習する。 

 

理解確認 ペアの生徒同士でスマホから見れるデータを確認しながら、 

どのようにこのデータを使うのか考える。 

 

授業後学習 光・UVセンサーが何に使われているかをおさらいする 

 

キー項目 光・UVセンサー 

実際のデータを目で確認する 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

シラバス （12コマ目） 
 

タイトル SneStickについて 

授業前学習 センサーの種類について活用例などを調べる 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickについて学習する。 

・気圧センサーについて、機能と役割を学習する。 

・スマホと SenStickをつないで、実際にどのようなデータが 

流れているかを確認する。 

・加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、温度 

センサー、湿度センサーとあわせて判定できる動きがあるかを 

学習する。 

 

理解確認 ペアの生徒同士でスマホから見れるデータを確認しながら、 

どのようにこのデータを使うのか考える。 

 

授業後学習 気圧センサーが何に使われているかをおさらいする 

 

キー項目 気圧センサー 

実際のデータを目で確認する 
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シラバス （14コマ目） 
 

タイトル SneStickについて 

授業前学習 Bluetoothについて調べる 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickについて学習する。 

・Bluetoothでの通信について基本的な機能を学習する。 

・Bluetoothの種類について学習する。 

・Bluetoothを使った身近なものを列挙しどのような規格かを 

学習する。 

理解確認 Bluetoothをつかった家電について列挙し 

どのような規格かを調べる 

授業後学習 Bluetoothをつかった家電について列挙し 

どのような規格かを調べる 

キー項目 Bluetooth 

実際のデータを目で確認する 
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シラバス （15コマ目） 
 

タイトル SneStickについて 

授業前学習 ｍｒｕｂｙ/ｃのプログラミングについておさらいをしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickと PCを Bluetoothで接続し、プログラムを書き換え 

 る学習を行う。 

・USBのケーブルを接続してプログラムを書き換える学習を行う 

いずれの手法もプログラムを書き換えれることを学習する。 

 

理解確認 実際にプログラムが書き換わりテスを実施できたかを 

ペアの生徒同士で確認する。 

授業後学習 Bluetoothで SenStick に接続してプログラムを置き換える 

方法をおさらいする。 

 

キー項目 SenStickのプログラムの置き換え 

 

 

 

  

シラバス （14コマ目） 
 

タイトル SneStickについて 

授業前学習 Bluetoothについて調べる 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickについて学習する。 

・Bluetoothでの通信について基本的な機能を学習する。 

・Bluetoothの種類について学習する。 

・Bluetoothを使った身近なものを列挙しどのような規格かを 

学習する。 

理解確認 Bluetoothをつかった家電について列挙し 

どのような規格かを調べる 

授業後学習 Bluetoothをつかった家電について列挙し 

どのような規格かを調べる 

キー項目 Bluetooth 

実際のデータを目で確認する 
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シラバス （16コマ目） 
 

タイトル SenStickをつかった組み込みプログラミング 

授業前学習 ｍｒｕｂｙ/ｃのプログラミングについておさらいをしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickと PCを Bluetoothで接続し、プログラムを書き換え 

 る学習を行う。 

・USBのケーブルを接続してプログラムを書き換える学習を行う 

いずれの手法もプログラムを書き換えれることを学習する。 

 

理解確認 実際にプログラムが書き換わりテストを実施できたかを 

ペアの生徒同士で確認する。 

授業後学習 Bluetoothで SenStick に接続してプログラムを置き換える 

方法をおさらいする。 

 

キー項目 SenStickのプログラムの置き換え 
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シラバス （17、18コマ目） 
 

タイトル 実習１ 

授業前学習 ｍｒｕｂｙ/ｃのプログラミングについておさらいをしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickを使った演習をおこなう。 

・単独の環境センサーを使って基本プログラミングを行う。 

・次に応用プログラミングを行う。 

※グループでペアプログラムの方式で、プログラム作成を行う。  

 

理解確認 実際にプログラムを記述し、意図する動作が実施できたかを 

ペアの生徒同士で確認する。 

授業後学習 SenStickを使ったプログラミングのおさらい 

 

 

キー項目 ・SenStickプログラムの開発 

・単独センサー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

シラバス （16コマ目） 
 

タイトル SenStickをつかった組み込みプログラミング 

授業前学習 ｍｒｕｂｙ/ｃのプログラミングについておさらいをしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickと PCを Bluetoothで接続し、プログラムを書き換え 

 る学習を行う。 

・USBのケーブルを接続してプログラムを書き換える学習を行う 

いずれの手法もプログラムを書き換えれることを学習する。 

 

理解確認 実際にプログラムが書き換わりテストを実施できたかを 

ペアの生徒同士で確認する。 

授業後学習 Bluetoothで SenStick に接続してプログラムを置き換える 

方法をおさらいする。 

 

キー項目 SenStickのプログラムの置き換え 
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シラバス （19、20コマ目） 
 

タイトル 実習 2 

授業前学習 ｍｒｕｂｙ/ｃのプログラミングについておさらいをしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickを使った演習をおこなう。 

・複数のセンサーを使って基本プログラミングを行う。 

 マルチプログラミングで開発を行う。 

・次に応用プログラミングを行う。 

※グループでペアプログラムの方式で、プログラム作成を行う。  

 

理解確認 実際にプログラムを記述し、意図する動作が実施できたかを 

ペアの生徒同士で確認する。 

授業後学習 SenStickを使ったプログラミングのおさらい 

 

 

キー項目 ・SenStickプログラムの開発 

・複数センサー 

・マルチプログラミング 
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シラバス （21、22コマ目） 
 

タイトル 実習 3 

授業前学習 ｍｒｕｂｙ/ｃのプログラミングについておさらいをしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickを使った演習をおこなう。 

・複数のセンサーを使って基本プログラミングを行う。 

 マルチプログラミングで開発を行う。 

 環境センサーの変化により条件分岐するプログラミングを 

 開発する。 

・次に応用プログラミングを行う。 

※グループでペアプログラムの方式で、プログラム作成を行う。  

 

 

理解確認 実際にプログラムを記述し、意図する動作が実施できたかを 

ペアの生徒同士で確認する。 

授業後学習 SenStickを使ったプログラミングのおさらい 

 

 

キー項目 ・SenStickプログラムの開発 

・複数センサー 

・マルチプログラミング 

・環境センサーの変化により条件分岐 

 

 

 

 

  

シラバス （19、20コマ目） 
 

タイトル 実習 2 

授業前学習 ｍｒｕｂｙ/ｃのプログラミングについておさらいをしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickを使った演習をおこなう。 

・複数のセンサーを使って基本プログラミングを行う。 

 マルチプログラミングで開発を行う。 

・次に応用プログラミングを行う。 

※グループでペアプログラムの方式で、プログラム作成を行う。  

 

理解確認 実際にプログラムを記述し、意図する動作が実施できたかを 

ペアの生徒同士で確認する。 

授業後学習 SenStickを使ったプログラミングのおさらい 

 

 

キー項目 ・SenStickプログラムの開発 

・複数センサー 

・マルチプログラミング 
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シラバス （23、24コマ目） 
 

タイトル 実習 4 

授業前学習 ｍｒｕｂｙ/ｃのプログラミングについておさらいをしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickを使った演習をおこなう。 

・複数のセンサーを使って基本プログラミングを行う。 

 マルチプログラミングで開発を行う。 

 環境センサーの変化により条件分岐するプログラミングを 

 開発する。 

 ロガーとして収集したデータを分析して、グラフを 

 Raspberry Piで表示する 

・次に応用プログラミングを行う。 

※グループでペアプログラムの方式で、プログラム作成を行う。  

 

理解確認 実際にプログラムを記述し、意図する動作が実施できたかを 

ペアの生徒同士で確認する。 

授業後学習 SenStickを使ったプログラミングのおさらい 

 

キー項目 ・SenStickプログラムの開発 

・複数センサー 

・マルチプログラミング 

・環境センサーの変化により条件分岐 

・データ分析 
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シラバス （25、26コマ目） 
 

タイトル 実習 5 

授業前学習 ｍｒｕｂｙ/ｃのプログラミングについておさらいをしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickを使った演習をおこなう。 

・複数のセンサーを使って基本プログラミングを行う。 

 マルチプログラミングで開発を行う。 

 環境センサーの変化により条件分岐するプログラミングを 

 開発する。 

 集めたデータを機械学習をおこなってみる 

※グループでペアプログラムの方式で、プログラム作成を行う。  

 

理解確認 実際にプログラムを記述し、意図する動作が実施できたかを 

ペアの生徒同士で確認する。 

授業後学習 SenStickを使ったプログラミングのおさらい 

 

キー項目 ・SenStickプログラムの開発 

・複数センサー 

・マルチプログラミング 

・環境センサーの変化により条件分岐 

・データ分析 

・機械学習 

 

 

 

 

  

シラバス （23、24コマ目） 
 

タイトル 実習 4 

授業前学習 ｍｒｕｂｙ/ｃのプログラミングについておさらいをしておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・SenStickを使った演習をおこなう。 

・複数のセンサーを使って基本プログラミングを行う。 

 マルチプログラミングで開発を行う。 

 環境センサーの変化により条件分岐するプログラミングを 

 開発する。 

 ロガーとして収集したデータを分析して、グラフを 

 Raspberry Piで表示する 

・次に応用プログラミングを行う。 

※グループでペアプログラムの方式で、プログラム作成を行う。  

 

理解確認 実際にプログラムを記述し、意図する動作が実施できたかを 

ペアの生徒同士で確認する。 

授業後学習 SenStickを使ったプログラミングのおさらい 

 

キー項目 ・SenStickプログラムの開発 

・複数センサー 

・マルチプログラミング 

・環境センサーの変化により条件分岐 

・データ分析 
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シラバス （27、28、29、30コマ目） 
 

タイトル 応用ワークショップ 

授業前学習 いままでの復習とコネクテッドホームについて未来像を考えておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・改めて IoT/コネクテッドホームについておさらい講義にて 

 学習します。 

・グループに分かれてディスカッションを始めます。 

・まずはアイスブレイクでリーダーと発表者を決定 

・コネクテッドホームの機能としてのアイデアをたくさん 

出します。 

・アイデアをみんなでグループ分け、分類分けをします。 

・次にグループでディスカッションし、発表するアイデアを 

一つ選びます。 

・アイデアをブラッシュアップ 

・最後に発表会 

・ほかのグループの発表に点数をつける。 

・総評 

理解確認 グループセッションで意見を言えているか？ 

授業後学習 コネクテッドホームのおさらい 

 

キー項目 コネクテッドホームに対する技術的な裏付けをもつ 
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シラバス （27、28、29、30コマ目） 
 

タイトル 応用ワークショップ 

授業前学習 いままでの復習とコネクテッドホームについて未来像を考えておく 

 

授業の内容 

 

 

 

・改めて IoT/コネクテッドホームについておさらい講義にて 

 学習します。 

・グループに分かれてディスカッションを始めます。 

・まずはアイスブレイクでリーダーと発表者を決定 

・コネクテッドホームの機能としてのアイデアをたくさん 

出します。 

・アイデアをみんなでグループ分け、分類分けをします。 

・次にグループでディスカッションし、発表するアイデアを 

一つ選びます。 

・アイデアをブラッシュアップ 

・最後に発表会 

・ほかのグループの発表に点数をつける。 

・総評 

理解確認 グループセッションで意見を言えているか？ 

授業後学習 コネクテッドホームのおさらい 

 

キー項目 コネクテッドホームに対する技術的な裏付けをもつ 

 

 

 

参考資料
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科目名 mruby／cをPsoC5LPで動かす

区　分 選択/講義・実習 週講義コマ数 総時間数

コマ番号 タイトル LED点滅

目　標
サイプレス社のマイコン評価ボード CY8CKIT-059で mruby/c を動作させて、LED点滅をさせる。
(mruby/c1.1、mrubyコンパイラ1.4を使用します）

事前準備

・CY8CKIT-059
    (http://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/cy8ckit-059-psoc-5lp-
prototyping-kit-onboard-programmer-and)

・PSoC Creator
    (http://japan.cypress.com/products/psoc-creator-integrated-design-environment-ide)

・mruby/c
    (https://github.com/mrubyc/mrubyc)

・mrubyコンパイラ(mrbc.exe)
    (http://www.s-itoc.jp/activity/research/mrubyc/mrubyc_download/414)
     ・PSoC Creatorはダウンロードして、PCへインストールしておきます。
     ・このチュートリアルではPSoC Creatorバージョン4.2を例に説明しています。
     ・mruby/cは、zipファイルをダウンロードし、展開しておきます。
     ・mrubyコンパイラ(mrbc.exe)は、OSS版mrubyをコンパイルして作成するか、上記からダウンロードします。

コマシート

テーマ 内容 備考

1 作業手順 PSoC Creatorプロジェクトの作成

2 出入力ピンの配置

3 作業確認

4 mruby/c VMソースコードを、プロジェクトへ追加

5 mrubyプログラムの作成

6 mrubyプログラムのコンパイル

7 main.c プログラムの変更

8 タイマー未使用の宣言

9 クリーンビルドと実行

10 プログラム説明

11 main.c
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作業手順

■ PSoC Creatorプロジェクトの作成
PSoC Creatorを起動します。

メニューから File > New > Project を選び、CreateProject Dialogを開きます。

Target device: 欄
  PSoC5LP - CY8C5888LTI-LP097を選びます。

最初はリストに同デバイスが表示されないと思うので、<Launch Device Selector>を選び、表示された
ダイアログからCY8C5888LTI-LP097を選びます。

Empty schematic を選びます。
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●  配置された Pin_1をダブルクリックし、Confi gure Dialogを開きます。

Workspace name欄を FlashLEDと書き換えます。

必要に応じて、Location欄を書き換えます。Location欄のパスに各種ファイルが作成されるので、このパ
スは覚えておきます。

●  画面右 ComponentCatalog ペインから、Ports and Pins > Digital Output Pin をドラッグし、中央
のペインへドロップします。

■ 出入力ピンの配置
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●  Name欄を、LED1と書き換えます。

● Type欄の HW connection チェックボックスのチェックを消します。
　併せて、プッシュスイッチも配置しておきます。

●  画面右 ComponentCatalog ペインから、Ports and Pins > Digital Input Pin をドラッグし、中央の
ペインへドロップします。

●  配置された Pin_1をダブルクリックし、Confi gure Dialogを開きます。
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● Name欄を、SW1と書き換えます。

● Type欄の HW connection チェックボックスのチェックを消します。

●  Drive mode欄のプルダウンを、Resistive pull up に変更します。

画面左 Workspace Explorerペインの Pins をダブルクリックしてピンアサイン画面を表示します。
（表示されていない場合は、Project > Design Wide Resource 下にあるので、順に展開する）
右ペインの Port欄を以下のように設定します。

LED1 P2[1]

SW1  P2[2]
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一旦ここまでの作業が正しくできているか、ビルドして確認します。

● 左ペイン main.c をダブルクリックします。

● C言語プログラムのひな形が作られているので、以下のように追記します。

● メニューから Build > Build Design 01 を選びます。

● Output欄へ、「--------------- Build Succeeded: ...」と表示されるのを確認します。

● デバイスをUSBポートへ接続します。

● メニューから Debug > Program を選択します。

●  Output欄へ、「Device 'PSoC 5LP CY8C5888LT*-LP097' was successfully programmed at ...」と
表示されるのを確認します。

● デバイス上でLED1（青色）が点灯し、プッシュスイッチ SW1を押すと消えるのを確認します。

■ ここまでの作業が正しいか確認
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● mruby/cソースコードを展開します。

● srcディレクトリ中の全ファイルをプロジェクトを作ったディレクトリDesign01.cydsnにコピーします。

● hal_psoc5lpディレクトリを、halにリネームします。

● PSoC Creatorの左ペイン Soruce Files 上で右クリックし、Add > Existing Item を選びます。

●  ファイルダイアログが表示されるので、コピーした srcディレクトリの全ての .c ファイルを選び開くボ
タンをクリックします。

mrubyプログラムを作ります。以下のプログラムをsample1.rb として保存します。

■ mruby/c VMソースコードを、プロジェクトへ追加

■ mrubyプログラムの作成
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mrubyを動作させるやり方はいくつかありますが、今回はコンパイラ出力をC言語の配列で出力し、main.
cへ includeする方法を採用します。

コンパイラで以下の通りコンパイルし、sample1.c ファイルを作ります。

sample.c を表示して、どのように出力されたか確認しておくと良いでしょう。

mruby/cを動作させるための変更、および、rubyプログラムから呼び出す関数を登録します。

■ mrubyプログラムのコンパイル

■ main.c プログラムの変更
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このチャプターでは、タイマー機能を使わないのでそれを宣言します。

● メニューから、Project > Build Settings を選び、Build Settingsダイアログを開きます。

● 左ペインの Design01 > ARM GCC... > Compiler > General をクリックし右ペインの Preprocessor 
　Defi nitions欄の初期値につづいて、"; MRBC_NO_TIMER" と追記します。

前項で宣言を追加したので、クリーンコンパイルをする方が安全です。

●メニューから、 Build > Clean and Build Design01 を選びます。

●Output欄へ、「--------------- Build Succeeded: ...」と表示されるのを確認します。

●デバイスをUSBポートへ接続します。

●メニューから Debug > Program を選択します。

●  Output欄へ、「Device 'PSoC 5LP CY8C5888LT*-LP097' was successfully programmed at ...」と
表示されるのを確認します。

●  デバイス上でLED1（青色）が点滅し、プッシュスイッチ SW1を押すと点いたまま消灯しなくなる動作を
確認します。

または、右端にある [...] をクリックして表示されるダイアログを使っても、同様の事ができます。

■ タイマー未使用の宣言

■ クリーンビルドと実行
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mrubyプログラム（再掲）

main関数で、mrubyからC言語へのwrapperを宣言します。

以下の文は、mrubyでsw1_readメソッドをコールしたとき、実際に呼ばれるC言語の関数へのマッピング
を行っています。

実際に呼ばれるC言語の関数では、mrubyからの引数をGET_xxx_ARGマクロで取得し、SET_xxx_
RETURNで値を返します。

●変数ledで、LED1の点灯(=1)、消灯(=0)を制御しています。

●全体ループの中で、0と1を都度反転させて、LEDを点滅させます。

●ただし、スイッチ SW1が押されている(=0) 時には、強制点灯させます。

●LED1を実際に点灯／消灯させた後、1秒待ってから次のループを行います。 

■ プログラム説明

■ main.c
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科目名 mruby／cをPsoC5LPで動かす

区　分 選択/講義・実習 週講義コマ数 総時間数

コマ番号 タイトル LED点滅の速さを変える

目　標 タイマーと浮動小数点を使って、１秒以下のウエイトを実現する。

事前準備

コマシート

テーマ 内容 備考

1 作業手順 mrubyスクリプトの自動コンパイル処理の追加

2 浮動小数点の利用

3 ビルドと実行 ビルドと実行

4 タイマーの利用 回路の追加

5 main.c プログラムの変更

6 タイマー未使用宣言を撤回

7 クリーンビルドと実行
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作業手順

■ mrubyスクリプトの自動コンパイル処理の追加
Chapter1では、手作業でmrubyスクリプトをコンパイルしていました。

頻繁に変更するようになると、作業が煩雑になりますので自動化します。

1.コンパイル用バッチファイルmrbc.batをmrubyソースコードをおいたディレクトリへコピーします。
　バッチファイルは、ダウンロードページのmrubyコンパイラをダウンロードしてください。

2.mrbc.bat中のset MRBC行をmrbc.exeの絶対パスに書き替えます。

3.メニューからProject>Build Settingsダイアログを表示します。
　ARMGCC... >User Commands>User Commandsの設定欄Pre Buildへ mrbc.batを入力します。

Chapter1で作成したプロジェクトをベースにします。 PSoC Creatorで、Chapter1のプロジェクトをオー
プンしておいてください。
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■ 浮動小数点の利用
一秒おきのループを、以下の通り0.2秒おきにして、点滅のサイクルを短くしようと思います。

ところが、これをコンパイルして実行しても、ハングアップしたように見えます。

PSoC5LPでは、浮動小数点を扱うために、以下の作業が必要です。 また、ヒープが不足するのでヒープサ
イズ増加も行っておきます。

●  メニューから Project > Build Settingsを選び、Build Settingsダイアログを表示する。Linker > 
Generalの設定欄、Use newlib-nano Float Formatting を Trueにします。
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●  画面左 Workspace Explorerペインの System をダブルクリックしてシステム設定を表示します。 （表
示されていない場合は、Project > Design Wide Resource 下にあるので、順に展開する）中央ペイン
のHeapSizeを0x400に書き換えます。 

ビルドと実行

●  メニューから、 Build > Clean and Build Design01 を選びます。

●  Output欄へ、「--------------- Build Succeeded: ...」と表示されるのを確認します。

●  デバイスをUSBポートへ接続します。

●  メニューから Debug > Program を選択します。

●  Output欄へ、「Device 'PSoC 5LP CY8C5888LT*-LP097' was successfully programmed at ...」と
表示されるのを確認します。

●  デバイス上でLED1（青色）が前回よりも早い間隔で点滅し、プッシュスイッチ SW1を押すと点いたまま
消灯しなくなる動作を確認します。
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タイマーの利用

今まではハードウェアタイマーを使わずプログラムを動かしていましたので、点滅周期など正確ではありま
せんでした。 この項ではハードウェアタイマーをmruby/cに使わせることで、正確さを向上させます。

■ 回路の追加
●  画面左 Workspace Explorerペインから、TopDesign.cyschをダブルクリックして、回路図を画面に
表示させます。

●  画面右 ComponentCatalog ペインから、System > Clock をドラッグし、中央のペインへドロップし
ます。

●  配置された Clock_1をダブルクリックし、Confi gure Dialogを開きます。

●  Frequency を、1kHzに変更します。
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■ main.c プログラムの変更
メインプログラムに、追加した回路のためのコードと、mruby/cへのインターフェースを追加します。

●  画面右 ComponentCatalog ペインから、System > Interrupt をドラッグし、中央のペインへドロッ
プします。

●  配置された isr1と先ほどのClock1をWireToolを使って接続します。 
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■ タイマー未使用宣言を撤回
前チャプターで、タイマー未使用を宣言しているので、それを撤回します。

●  メニューから、Project > Build Settings を選び、Build Settingsダイアログを開きます。

●  左ペインの Design01 > ARM GCC... > Compiler > General をクリックし右ペインの Preprocessor 
Defi nitions欄を初期値へ戻します。 

■ クリーンビルドと実行
前項で宣言を削除したので、クリーンコンパイルをします。

● メニューから、 Build > Clean and Build Design01 を選びます。

● Output欄へ、「--------------- Build Succeeded: ...」と表示されるのを確認します。

● デバイスをUSBポートへ接続します。

● メニューから Debug > Program を選択します。

●  Output欄へ、「Device 'PSoC 5LP CY8C5888LT*-LP097' was successfully programmed at ...」と
表示されるのを確認します。

●  デバイス上でLED1（青色）が点滅し、プッシュスイッチ SW1を押すと点いたまま消灯しなくなる動作を
確認します。

または、右端にある [...] をクリックして表示されるダイアログを使っても、同様の事ができます。
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科目名 mruby／cをPsoC5LPで動かす

区　分 選択/講義・実習 週講義コマ数 総時間数

コマ番号 タイトル 複数のmrubyプログラムを同時に動かす

目　標
複数のmrubyプログラムを同時に動かし、協調動作をさせる。

コンソールを有効にする。

事前準備

コマシート

テーマ 内容 備考

1
複数のmrubyプログラムを
同時に動かし、協調動作を
させる

mrubyプログラムの用意とコンパイル

2 main.c プログラムの変更

3 ビルドと実行

4 コンソールを有効にする 準備

5 回路の追加

6 main.c プログラムの変更

7 mrubyプログラムの修正

8 ビルド

9 動作確認
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複数のmrubyプログラムを同時に動かし、協調動作をさせる

■ mrubyプログラムの用意とコンパイル
今までsample1.rbの中でプッシュスイッチの状態を見ていましたが、これをsample2.rbの仕事にして、
sample2.rbからsample1.rbへグローバル変数で情報を伝えるようにします。

sample1.rbの10行目付近を、以下のように変更します。

sample2.rbを新規作成します。

■ main.c プログラムの変更

■ ビルドと実行
●  メニューから、 Build > Build Design01 を選びます。

●  Output欄へ、「--------------- Build Succeeded: ...」と表示されるのを確認します。

●  デバイスをUSBポートへ接続します。

●  メニューから Debug > Program を選択します。

●  Output欄へ、「Device 'PSoC 5LP CY8C5888LT*-LP097' was successfully programmed at ...」と
表示されるのを確認します。

●  デバイス上でLED1（青色）が点滅し、プッシュスイッチ SW1を押すと点いたまま消灯しなくなる動作を
確認します。
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コンソールを有効にする

mruby/cランタイムがエラーを検出したとき、コンソールがあるとそこにメッセージが表示されます。 ま
た、古典的なデバッグ方法であるprintfデバッグをする場合も、利用方法が共通化されたコンソールがある
ことが望ましいです。

■ 準備
シリアルが扱えるターミナルエミュレータソフトが必要です。 たとえば、TeraTerm (https://ttssh2.
osdn.jp)等があげられます。 ダウンロードして、インストールしておきます。

■ 回路の追加
●  画面左 Workspace Explorerペインから、TopDesign.cyschをダブルクリックして、回路図を画面に
表示させます。

●  画面右 ComponentCatalog ペインから、Communications > UART をドラッグし、中央のペインへ
ドロップします。 

画面左 Workspace Explorerペインの Pins をダブルクリックしてピンアサイン画面を表示します。 （表
示されていない場合は、Project > Design Wide Resource 下にあるので、順に展開する）
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■ main.c プログラムの変更
追加した回路を、mruby/cのコンソールに割り当てるコードを追加します。 hal_write関数がそれにあた
りますが、今までダミーの関数を置いていたので、それを以下のコードと置き換えます。

右ペインの Port欄を以下のように設定します。

Rx_1 P12[6]
Tx_1 P12[7]

また、main関数内へ初期化コードを追加します。
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■ mrubyプログラムの修正
sample1.rbで、LED表示状態をコンソールにも出力するように追加します。

■ ビルド
●  メニューから、 Build > Build Design01 を選びます。

●  Output欄へ、「--------------- Build Succeeded: ...」と表示されるのを確認します。

●  デバイスをUSBポートへ接続します。

●  メニューから Debug > Program を選択します。

●  Output欄へ、「Device 'PSoC 5LP CY8C5888LT*-LP097' was successfully programmed at ...」と
表示されるのを確認します。

■ 動作確認
ターミナルソフトを起動し、COM番号をターゲットボードに合わせます。画面はTeraTermのものです。

また、ボーレートを、57600に設定します。TeraTermでは設定>シリアルポートから設定します。
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ターミナルソフト上で、LEDの点滅に合わせて0と1が交互に表示され、プッシュスイッチを押すと1の表示
だけになることを確認します。
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mruby/cでPsoC5LPを動作させる方法を紹介します。(mruby/c1.1を使い
ます）ここでは、紹介した手順をZIPファイルを展開するだけで実行できる
方法を説明します。

［参考］
mruby／cをPsoC5LPで動かす

「Quick Start」
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●  CY8CKIT-059 
(http://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/cy8ckit-059-psoc-5lp-
prototyping-kit-onboard-programmer-and)

●  PSoC Creator
(http://japan.cypress.com/products/psoc-creator-integrated-design-environment-ide)

●  mruby/c 
(https://github.com/mrubyc/mrubyc)

●  mrubyコンパイラ（mrbc.exe)
（http://www.s-itoc.jp/activity/research/mrubyc/mrubyc_download/414）

●  PSoC Creatorはダウンロードして、PCへインストールしておきます。

●  mruby/cは、zipファイルをダウンロードし、展開しておきます。

●  mrubyコンパイラ(mrbc.exe)は、OSS版mrubyをコンパイルして作成するか、上記からダウンロードします。

●  実行したいプロジェクトファイルをダウンロードして展開します。

●  展開されたファイルの、FlashLED.cywrk をダブルクリックして、PSoC Creatorを起動します。

●  デバイスをUSBポートへ接続します。

●  メニューから Debug > Program を選択します。

●  デバイス上でLED1（青色）が点滅し、プッシュスイッチ SW1を押すと点いたまま消灯しなくなる動作を確認し
ます。

準備するもの

Quick Start
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目標
サイプレス社のマイコン評価ボード CY8CKIT-059で mruby/c を動作させて、LED点滅をさせる。

ダウンロード
https://www.s-itoc.jp/fi les/original/2018071713202042392c00531.zip

目標
タイマーと浮動小数点を使って、１秒以下のウエイトを実現する。

ダウンロード
https://www.s-itoc.jp/fi les/original/20180717132020456527475d2.zip

目標
●  複数のmrubyプログラムを同時に動かし、協調動作をさせる。

●  コンソールを有効にする。

ダウンロード
https://www.s-itoc.jp/fi les/original/2018071713222119288c330e7.zip

Chapterの内容

■ Chapter01 LED点滅

■ Chapter02 LED点滅の速さを変える

■ Chapter03 | 複数のmrubyプログラムを同時に動かす

50   51      



 
 

平成 年度「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」

コネクティッド・ホームの普及に必要な中核的技術者養成事業

■実施委員会

◎ 伊東 和幸 大阪工業技術専門学校 副校長

佐々木 章 東京テクニカルカレッジ

村岡 好久 名古屋工学院専門学校 講師／一般社団法人 振興協会代表理事

荒川 豊 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 准教授

田中 和明 九州工業大学 情報工学研究院 機械情報工学研究系 准教授

草野 賢次 パナソニック株式会社 エコソリューションズ社技術本部

Ｒ＆Ｄ企画室オープンイノベーション企画部 部長

阪本 権一郎 株式会社ケイ・アイ・エス 代表取締役

甲斐 俊亘 株式会社三興社 総務部 課長

岡山 保美 株式会社ユニバーサル・サポート・システムズ 取締役

吉岡 正勝 株式会社日本教育ネットワークコンソシアム

小幡 忠信 一般社団法人 ビジネス推進協議会 理事長

木村 貞基 公益社団法人日本建築家協会近畿支部 副支部長

飯塚 正成 一般社団法人全国専門学校情報教育協会 専務理事

■調査・開発委員会

◎ 堀部 達夫 大阪工業技術専門学校 ロボット・機械学科 学科長

松田 財秀 大阪工業技術専門学校 設備環境デザイン学科 教員

岡山 保美 株式会社ユニバーサル・サポート・システムズ 取締役

村岡 好久 名古屋工学院専門学校 講師／一般社団法人 振興協会代表理事

吉岡 正勝 株式会社日本教育ネットワークコンソシアム

高畑 道子 一般社団法人 ビジネス推進協議会 副理事長

吉岡 信吾 一般社団法人 ビジネス推進協議会 理事

阪本 権一郎 株式会社ケイ・アイ・エス 代表取締役

甲斐 俊亘 株式会社三興社 総務部 課長

■評価委員会

◎ 飯塚 正成 一般社団法人全国専門学校情報教育協会 専務理事

木村 貞基 公益社団法人日本建築家協会近畿支部 副支部長

有馬 貴博 経済産業省近畿経済産業局地域経済部次世代産業・情報政策課

平成 年度「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」

コネクティッド・ホームの普及に必要な中核的技術者養成事業

教育カリキュラム 

平成 年 月

学校法人福田学園 大阪工業技術専門学校
〒 大阪府大阪市北区天満

●本書の内容を無断で転記､掲載することは禁じます。


