2020 年プログラミング教育スタート
ユーレカ
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ユーレカ工房制作
https://eureka.niigata.jp

Ver 1.0

使用上の注意事項
ユーレカ工房製品に関しては、使用目的、用途、環境などを明確にし、製品の特性／特長を正しく理解して使用することが必要です。
1 使用目的について
ユーレカ工房のユーレカ IO システムは、学校や家庭での実験に使用するもです。日常、常に電源を入れて使用する用途には適しておりません。
正しい使用方法を無視または用途以外の目的に使用した場合は、特長／仕様を満足できない場合があります。
2 製品の扱いについて
製品に使われているプラスチック部品は熱に弱いので、直射日光の当たる窓際や金属板の上、実験における火気類の近くなどに置かないようご注意ください。
半導体部品の実装された電子部品は、十分な静電気防止対策が必要です。micro:bit は静電気破壊を防ぐためにも、扱う前に回りの金属に触れて体の静電気を除去して
から扱うと良いと言われています。
3 コンピュータにつないで microUSB から給電を行っている場合は、電池用電源スイッチは OFF でご使用ください。

保証・修理・交換に関して
通常使用における無償保証期間は、製品の納入後 12 ヶ月以内となります。
当社にて保証対象外にあたるケースと判断させていただいた場合は、有償にて修理・交換をさせていただきます。

お願い事項
仕様・部品変更について
弊社製品の仕様・形状などは、改良のために予告なく変更する場合があります。
製品の説明やソフトなどに関しては、随時最新版を HP 上にて公開しております。

サポート HP について
ユーレカ工房 HP では、次のようなサポートを行っています。
・使用説明書の最新版
・ユーレカ専用ブロック
・各種ユニットやセンサなどの使用例
ユーレカ工房 HP
https://eureka.niigata.jp/

ユーレカ製品

専用ブロック

makecode for Micro:bit の純正ソフトの拡張機能を利用したユーレカ
製品専用のブロックを開発しております。
この利点として、
・ハード部分に関する部分を意識することなく、プログラムが可能
・視覚的に、製品の色や、信号機の色などをブロックに使っていて
直感的に利用可能
・より日本語に近い表現をブロックに使ったことで、小学生でも
分かりやすい。
なお、拡張ブロックはバージョンアップを頻繁にしているので、
ユーレカ工房の「IO リンク集」よりダウンロードし使用ください。
（検索 「ユーレカ工房」
）

https://eureka.niigata.jp/link.html
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ユーレカIOリンク集のページのオレンジボタンをクリック
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ドラッグ＆ドロップ

ブロックが合体
micro:bitのドライブへ「ドラッグ＆ドロップ」
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micro:bit本体、ユーレカプログラミングカー
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必要機材
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micro:bit本体、ユーレカプログラミングカー
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必要機材
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micro:bit本体、ユーレカプログラミングカー
きょ り そくてい
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だっしゅつ

ゴール

し く

超音波センサーによる距離測定の仕組み
送信側
受信側

おうふく

音が往復するまでの時間を計っているんだね！
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③⑸⑴⑪⑾⌤⏿ക␎ ≾
必要機材

micro:bit本体、ユーレカプログラミングカー
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そくてい
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車が左に寄ってしまった時
（左フォトリフレテクターが
黒線をふんだ時）
↓
車を左へ向ける

車が中央の時
（両方のフォトリフレクターが
白の上にいるとき）
↓
前へ進む

し く

①⑵①⑷⑊⌤␆␗ࢾڇ
赤外線LED

フォトトランジスタ

赤外線LED

フォトトランジスタ

⑀⑾③⑶③⑸⑴⑫
⏫␤⏿␚⌊ ⑴⑾␆߁࣬␢␖⏱
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はんしゃ

黒い紙だと反射しない

白い紙だとたくさん反射する

車が右に寄ってしまった時
（右フォトリフレクターが
黒線をふんだ時）
↓
車を右へ向ける

