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Sphero（スフィロ）はiPad・iPhone・Android等の端末から
操作できる“球型のロボット”です。

◼ SAPジャパンのCSR活動の一環として2016年から小学生向け
プログラミングセッションの教材として利用しています。

◼ 2020年から小学校でのプログラミングが必修科目となるため
プログラミングの楽しさだけではなく、チームワーク、トライ
アンドエラー、コミュニケーション能力、想像力等を学ぶこと
ができます。

◼ 福井県鯖江市、 福島県南相馬市、茨城県利根町、三宅島、杉並区等
のセッションにのべ200名以上の小学生が参加しました。
（2019年6月現在）

◼ 1チーム2-3名で与えられたコース上を上手くSpheroを走らせために
iPad上のコマンドを組み合わせます。

◼ プログラムは既に用意されている“コマンド”を組み合わせて
一定の動きをプログラミングするため初心者でも簡単に学べます。

◼ 加速度とジャイロスコープセンサーが内蔵されているため、
衝突や落下運動を感知し、動きを変えるプログラムや色や音、
テキスト読み上げも可能です。

◼ 米国では20,000校以上の学校で教材として利用されています。

SAP Japan CSR活動 次世代育成 Spheroプログラミングセッション



3PUBLIC© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

SAP Japan CSR活動 次世代育成 Spheroプログラミングセッション

45分 会場設営、準備
15分 参加者受付
10分 ようこそ！（オープニング）

125分 Spheroプログラミングセッション
30分 Sphero概要説明、基本操作説明 (内Sphero使用時間：10分/チーム）

45分 プログラミング、コーステストラン （内Sphero利用時間：45分/チーム）
10分 休憩
10分 プログラミング最終調整 （内Sphero利用時間：10分/チーム）
30分ｘチーム数 グループ単位でのチャレンジ発表 (内Sphero使用時間： 2分/チーム）

15分 クロージング
30分 片付け

基本スケジュール（約2.5時間）

※オープニングからクロージングまで約2.5時間のセッションとなります。

※ 1チーム2-3名でSphero1台、iPad1台を利用します。
（SAPジャパンCSRとして15台のSpheroとiPad保有しています。）

※通常、1チームにボランティア社員1名がチームサポーターとして操作等サポートします。

※ Spheroは3-4時間のフル充電で約60分動かせることができます。（回転数をMaxにした場合）
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小学1年生～3年生用コース 小学4年生～6年生用コース
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※ Spheroを5回走らせ、ゴール
※トンネル、ジャンプ台、障害物等を設置し

オリジナルのコースを作る

※ Spheroを9回走らせ、ゴール
※トンネル、ジャンプ台、障害物等を設置し

オリジナルのコースを作る
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【Spheroプログラミングセッションの様子】



6PUBLIC© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

SAP Japan CSR活動 次世代育成 Spheroプログラミングセッション

◼ 仙台、福島などでの実施の場合、午前中に移動・会場設営・お昼休憩の後、午後から
開始とさせていただきます。
➢ 基本的に前泊、後泊は行っておりません。

◼ セッションは基本的に土曜、且つ日帰りでの開催となります。
（日曜日、祝日での開催は別途ご相談）

◼ プログラムフィーが発生する場合は事前にYouMeWe様のベンダー登録が必要となります。
（手続きは数週間時間を要します。）

◼ 弊社ボランティア社員を公募し、チームサポーターとしてサポート致します。
（1チームにチームサポーター1名予定）

◼ セッションの様子は後日、CSR社内報とSAPジャパンのFacebook、Twitterに掲載させて
いただきます。なお、写真は参加される子ども達の顔が写らないようにし、また、個人
を特定できないよう、必要に応じで加工処理致します。
（利用する写真は事前に共有致しますのでご確認をお願い致します。）

セッション実施について
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