
平成 30 年北海道教育大学札幌校フレンドシップ事業（土曜講座） 

『クリスマスはマイコンだぞ』報告 

実施日時 
平成 30 年 12 月 22 日（土） 
実施場所 
北海道教育大学札幌校 機械金属加工実験実習

室（研究棟 B 棟 1 階 121） 
参加人数 
小・中学生 19 名（男子 10 名，女子 9 名） 
 

担当教員 
杵淵 信（札幌校教員） 
指導担当(スタッフ) 
生活創造教育専攻，総合技術教育分野 
桜庭智輝,大竹柊平,福田匡保, 
佛具和哉,立花洋太朗,吉田絃太 
疋田明日美,伊藤健生,三國真奈 
福本ちひろ

 

１．講座内容 

 本講座は過年度の土曜講座で行われていたものをパワーアップさせた内容となっている。生活創造教育専攻の

学生が技術要素の強い講座として今年度も開催する運びとなった。内容は，マイクロコンピュータを使って自分

だけの電子オルゴールを作るというものである。基板に電池とスピーカを接合させる際にはんだごてを使用する

ことと，パソコンから曲をロードすることがやや難しい活動になっている。はんだごてが高温になり危険が伴う

ため，講師以外の学生ボランティアにもスタッフとして参加してもらった。当日の日程を下に示す。      
当日の日程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．ねらい 

 ・学校ではできない体験を通して，驚きや達成感を感じる。 
 ・評価のない活動の中で，自己を表現する楽しさを感じる。 
 ・他校の児童・生徒との関わりを通して，コミュニケーション面での積極性を身につける。 
 

３．本講座で用いたもの 

マイコン基板，電池ボックス，単三電池，アナログスピーカ，はんだごて，はんだ，ニッパ，ラジオペンチ，は

んだづけ下敷き，圧着ピンチ，両面テープ，装飾用品，はさみ，カッター，プログラム書き込み用 PC，演示用

PC，シリアルケーブル，テーブルタップ，マジックインキ，セロテープ，ガムテープ，グルーガン他 
 

   午前の部 日程  ＊適宜休憩を入れます 
10:00-10:05 講師紹介,手順の案内(はんだ付け,土台制作,ソフトウェア) 
10:10-10:30 制作手順の説明 
10:30-10:50 1.全班 基板の制作 はんだ付け(ハレパネ付け)作業 
10:50-11:00  休憩 (この間はんだ付け用具の撤収・PC とグルーガン準備) 
11:00-11:50  2.プログラムロードと土台の作成 最終の組み立て装飾など 

Ａ・Ｂ班 プログラムのロード->土台作成 の順に行う 
         Ｃ・Ｄ班 土台制作->プログラムのロード の順に行う 
11:50-11:55 適宜の仕上げ  11:50 手さげ袋配布 
12:00    終わりの挨拶 修了式典  
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４．事前準備 

 当日子どもたちが基板と電池ボックス，スピーカのはんだづけだけで済むように，それまでの基板自体の制作，

基板にマイコンを固定する作業，細かなはんだづけの作業などの基板に関する制作は事前に行っていた。また，

昨年よりもプログラム書き込み用 PC を多く用意し、マイクロコンピュータに曲を入れる作業も行い、ほぼ万全

な態勢を整えて当日を迎えた。学生は昨年も行っている作業内容だったこともあり，事前準備は昨年参加した学

生や杵淵教授を中心に活動した。 
 また，当日に学生が講師として動けるように，実際に電子オルゴールを作り，一連の流れを体験した。このこ

とで，難しい作業やプログラムの多様さ、時間のかかる作業を知ることができた。 
 
５．当日の活動手順 

 電子オルゴールを作る手順は，以下の通りになっている。 
１．紙コップにスピーカを取り付ける。 
２．基板に電池とスピーカのリード線をはんだでつける。 
３．電池ボックスと紙コップをそれぞれハレパネに固定する。 
４．ハレパネの土台となる基板を作り，装飾する。※ 
５．パソコンを使って，マイコンに曲をロードする。※ 

 ※４，５は順不同 
 
６．当日の様子と反省 

 子どもの参加人数が多いことと，はんだごてという危険が伴う作業があることから多くの学生がスタッフとし

て参加することとなった。子ども 2~3 人に対してスタッフ１人で対応することができていたため，手厚く対応す

ることができた。その点では子どもたちの躓きにも迅速に対応でき，満足度も高かったように思われる。 
 はんだごてを使用する場面でも，子どもたちは臆することなく作業にとりかかり，トラブルも生じることなく

スムーズに進行することができた。金属が溶けるという体験を目の当たりにできた経験は日常ではなかなかない

ことであり，慣れないながらもはんだごてを使った作業に対しては，子どもたちの反応も良かった。曲をロード

する作業では，ロードするタイミングに苦戦しながらも，全員が曲をロードし，オルゴールとして完成させるこ

とができていた。前回は自分の好きな曲を作ることが時間の関係上一部の人しか取り組むことができなかったが、

今回は前回の反省を生かし，曲を自分で作りたいという子どもたちの希望をすべてとまではいかなかったが大方

聞くことができた。土台作りに関しても，昨年同様参加者全員が積極的に取り組んでおり，個々の素晴らしい発

想力から生まれるとても様々な土台ができていた。全体としては曲をロードする際に何台か，パソコンが動かな

くなり，使えなくなったりすることもあったが臨機応変に対応でき，大きな問題もなく，来年も参加したいとい

う声も聞こえ，保護者の方々からも感謝の言葉をいただき，充実した土曜講座となった。 
曲作りも含め，この講座は学生にとっても貴重な体験でもあり，来年度以降は今年経験した学生が主体となっ

て今年をもっとパワーアップさせた講座を開催していきたい。 
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当日の会場              楽譜から曲へのプログラミング 

 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

学生によるレクチャ                 土台製作 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           はんだ付け                 学生顔合わせ・準備 
 
 
 
次頁以降に使用した資料を示す。 
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北海道教育大学札幌校フレンドシッププログラム「土曜講座」  (参加者用)       20181222 

        北海道教育大学札幌校 生活創造教育専攻 総合技術教育分野 技術科教育研究室 

                              代表 杵 淵  信（きねふちまこと） 

1 プログラム名称: クリスマスはマイコンだぞ 

 クリスマスはマイコンだぞ (あのマイコンオルゴールがパワーアップだ) 

今年は，マイクロコンピュータを使って，自分だけの電子(でんし)オルゴールをつくります。できたオルゴールには，好きな音

楽を入れることができます。楽譜(がくふ)があれば，それを入力して自分だけのオルゴールができます(楽譜はこちらでも用意し

ます)。このことを，「ソフトウェアを入れる」といいます。コンピュータを使った機械は，ソフトウェアを入れ替えると，形が

同じなのに，ちがうものにすることができます。これが，コンピュータのすごいところなのです。自分だけのオルゴールなんて

ともだちが見たらびっくりだ。持って帰って，彼氏・彼女をオルゴールの曲で癒（いや）してあげよう。すごいぞ。どうなって

いるの？わー，大発見だ！！ 

実施日・2018 年 12 月 22 日（土）時間・10:00～12:00 

担当者・杵淵 信（札幌校教官）生活創造教育専攻 総合技術教育 技術科教育研究室 

場 所・北海道教育大学札幌校 研究棟 B棟 1 階 121 教室 機械金属加工実験実習室 

定員 20 名:対象・小学校 4 年生から 6 年生および中・高校生 保護者（ご家族）の参加・見学可 受講料・無料 

 
 

3 注意事項 

 (1) 刃物（はさみ，カッターナイフ）によるけが 

 (2) ハンダごては先端が 250 度以上なので注意，グルーガンによるやけど 

 (3) 時間超過にならないよう注意 

 

4 班構成と担当者(自分の名前を見つけてね) 

総務【佛具（ぶつぐ）】 

A 班 [担当者:◎福田, 三國,福本] 
福原さくら(西 4), 佐藤永都(ながと)(東 4),  
島田実怜(附 4), 宮本桜子(附 4), 佐藤椋太(東 6) 

 
B 班 [担当者:◎桜庭、吉田] 
中川愛梨(西４), 田寺綾海(附 4),  
小野左京(拓 5), 小野右京(拓 5), 成田和真(東 6) 

 
C 班 [担当者:◎疋田(ひきた)、伊藤] 
北 怜花(西 4), 川上莉花(附 4),  
竹内奏翔(篠 5), 高橋倖月(ゆづき)(拓 5), 新井暖人(鴻 6) 

 
D 班 [担当者:◎大竹・立花] 
岩瀬茜(西 4), 小野寺志友(しゆう)(拓 4), 
松尾櫂世(かいせい)(拓 5), 小野寺奏水(そうし)(拓 6) 

 

  

2 日程(予定)  ＊適宜休憩を入れます 

10:00-10:05 講師紹介,手順の案内(はんだ付け,土台制作, 

ソフトウェア) 

10:10-10:30 制作手順の説明 

10:30-10:50 1.全班 基板の制作 はんだ付け(ハレパネ付け)作業 

10:50-11:00  休憩 (この間はんだ付け用具の撤収・PC 

とグルーガン準備) 

11:00-11:50  2.プログラムロードと土台の作成  

最終の組み立て装飾など 

Ａ・Ｂ班 プログラムのロード->土台作成 の順に行う 

   Ｃ・Ｄ班 土台制作->プログラムのロード の順に行う 

11:50-11:55 適宜の仕上げ  11:50 手さげ袋配布 

12:00    終わりの挨拶 修了式典 

資料１ 

 
出来上がり状態 (あくまでもイメージ) 
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図 1 .ハレパネをしき板にピンチ

で固定する。基板に電池とスピー

カのリード線をはんだでつける。

基板のはんだ部にリード線をの

せ,コテの先を当てて,はんだ部を

溶かしてつける。ついたらはんだ

ごてを遠ざけてフーフーして冷

やす。はんだごての先は 250 度以

上になるのでやけどに注意する。 

 
図1.丸いスチロール板を2枚を重

ねて,周囲に装飾テープや,細く切

ったワッフルペーパなどを接着

剤や両面テープなどで付けて,見
た目がきれいになるようにする。 

 

 

１.はんだ付けと組み立て(はんだという金属をトロンと溶かします。すごいぞ，熱いぞ，気をつけろ!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.土台の工作と組み立て，(自由な発想で作ってみよう)  Ｃ班とＤ班はここからはじめてね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.プログラムのロード(パソコンを使います。少し難しいぞ) Ａ班とＢ班はここからやってみよう 

図 2.土台部分やハレパネの白い

部分に絵を描いたり,色を塗った

り,ハートのかざりをつけたりし

て,気分だけでもクリスマスみた

いなつもりになる。 

図 2. 右の写真の左側の 2 本が

電池,右側 2 本がスピーカだよ。

はんだ付けがうまくいくと,はん

だが基板の表面に広がって,いい

感じになる。 左写真のスピーカ

のはんだ付けはちょっと難しい

よ。スピーカをピンチでしっかり

止めてからやってみてね。 
やけどに注意。 

図 3.スピーカを紙コップの底に

テープかグルーガンなどでつけ

る。コップと基板と電池ボックス

を小さく切った両面テープでハ

レパネスタンドに付けて一体化

して組み立てる。表面を彩色した

りして,だいたいの形を整えると

よろしい。 

 
図 1.机の上の道具類をかたづけ

てから,電池ボックスに,プラスと

マイナスを間違わないようにし

て電池を入れる。 パソコンから

来ている線のインターフェース

のソケット部分を,基板の電極に

つなぐ。このときも,ソケットの

方向(図のように表面が見えるよ

うにつなぐ)をよく見て覚えてお

く。 

図 3.ハレパネ部と土台とを,両面

テープなどを使って一体化する。

さらに色を塗ったりして,全体を

整える。 

図 2.パソコンの画面から,好きな

曲を選んで ,画面のボタンを押

す。プログラムのロードソフトが

起動する。電池ボックスのスイッ

チを入れてからすぐに画面左上

はじの「Write Flash」(ライトフ

ラッシュと読む )のボタンを押

す。(スイッチを入れてから 1 秒

以内に「Write Flash」のボタン

を押すように練習する) 

図 3.電池ボックスのスイッチと

画面の「Write Flash」ボタンを

押すタイミングがうまくいくと,
プログラムがロードされ,それが

終わると,曲が演奏される。 パ

ソコンとのインターフェースの

線を外す。この後は,スイッチを

入れるたびに曲の始めから演奏

が開始される。いろいろな曲をロ

ードして聞いて癒されてみる。 

資料 2 
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北海道教育大学札幌校フレンドシッププログラム「土曜講座」   20181222 

          北海道教育大学札幌校 生活創造教育専攻 総合技術教育 技術科教育研究室 

                              代表 杵 淵  信（きねふちまこと） 

1. プログラム名称 実施日，場所 

 クリスマスはマイコンだぞ (あのマイコンオルゴールがパワーアップだ) 

今年は，マイクロコンピュータを使って，自分だけの電子(でんし)オルゴールをつくります。できたオルゴー

ルには，好きな音楽を入れることができます。楽譜(がくふ)があれば，それを入力して自分だけのオルゴール

ができます(楽譜はこちらでも用意します)。このことを，「ソフトウェアを入れる」といいます。コンピュー

タを使った機械は，ソフトウェアを入れ替えると，形が同じなのに，ちがうものにすることができます。こ

れが，コンピュータのすごいところなのです。自分だけのオルゴールなんてともだちが見たらびっくりだ。

持って帰って，彼氏・彼女をオルゴールの曲で癒（いや）してあげよう。すごいぞ。どうなっているの？わ

ー，大発見だ！！ 

実施日・2018 年 12 月 22 日（土）時間・10:00～12:00 

担当者・杵淵 信（札幌校教官）生活創造教育専攻 総合技術教育 技術科教育研究室 

場 所・北海道教育大学札幌校 機械金属加工実験実習室（研究棟 B棟 121） 

定員 20 名:対象・小学校 4 年生から 6 年生および中・高校生 保護者（ご家族）の参加・見学可 

受講料・無料 

 

2.  「クリスマスはマイコンだぞ」の今後の予定（2018/11/30 現在） 

 

ｼｰｹﾝｽ 予定日 仕 事 内 容 備 考 

1 12/7 金 

14:40-16:10 

ゼミ ハンダ付け 本体の製造  土台の製造  

 PC 準備プログラムのロードの方法手順の研修 

 

2 12/14 金 

14:40-16:10 

ゼミ 材料準備  配布ﾏﾆｭｱﾙの印刷 ハンダ付実習， 

プログラムのロード実習 

 

3 12/21 金 

14:40- 

14:45- 機械金属実験室集合 スタッフ(全員)顔合わせ, 

PC スクリーン準備 

 

4 12/22 土 

16:20- 

8:30 スタッフ 機械金属加工実験実習室集合 準備作業 

10:00-12:00 講座実施 

12:00- 撤収 機械金属加工実験実習室で解散 

 

 

3. スタッフ仕事割当  

  統括  杵淵 信（教授） 

担当班 スタッフ 

総務  佛具 

Ａ班 参加者 5人 福田 三國 福本  

Ｂ班 参加者 5人 桜庭 吉田   

Ｃ班 参加者 5人 疋田 伊藤   

Ｄ班 参加者 4人 大竹 立花   

カメラ 伊藤 吉田   

受 付 疋田 三国   

資料 3 
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