IchigoLatte でプログラミング

(0)

〜 LED をてんめつさせよう 〜
1. |IchigoLatte

1.1.7 by na-s.jp
lash>
それでは LED をあやつってみよう。

2. |lash>echo>.

まずはプログラムを真っさらに。
3. |lash>vi

.
プログラムをかく画⾯に、今は真っ⿊。（.の前のスペースに注意）

4. |led(1);

これをかいたら[ESC]で戻ろう。（⼤⽂字⼩⽂字に注意）

5. |lash>ms

.
プログラムをスタート、LED ついたかな？
"!not found.〜" が出たらどこか間違い、戻ってなおそう。

6. |lash>vi

.
では次、もう⼀度かく画⾯に。

7. |led(0);

かき変えて[ESC]。

8. |lash>ms

.
プログラムをスタート、今度は LED がきえたかな？

11. |lash>ms

.
スタート、ついてきえるのが⾒えたかな？

12. |lash>ms

.
いっしゅんだから⾒のがした⼈はもう⼀度。（[↑]が便利）

13. |lash>vi

.
早すぎるのでなおそう。

14. |led(1);sleep(1000);led(0);

かき⾜したら[ESC]。

15. |lash>ms

.
今度はしっかりついてきえて 1 秒。
"1000" は "1000 ミリ秒" の意味、好きな⻑さで光らせてみよう。

16. |lash>vi

.
では最後に 無限てんめつ をやってみよう。

17. |while(1){

led(1);sleep(1000);
led(0);sleep(1000);

}
かけたら[ESC]。
18. |lash>ms

.
無限てんめつ のできあがり。（[ESC]で⽌まるよ）
好きな てんめつリズム に改造してみよう。

9. |lash>vi

.
では次、もう⼀度かく画⾯に。

10. |led(1);led(0);

今度は つけてけす やつ、かき⾜したら[ESC]。
プリント「 http://ichigolatte.shizentai.jp/IchigoLatte-first.pdf 」も参考にしよう！
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IchigoLatte でプログラミング

(1)

〜無限に⽂字を出そう〜
1. |IchigoLatte

1.1.7 by na-s.jp
lash>
それでは画⾯をあやつってみよう。

2. |lash>echo>.

まずはプログラムを真っさらに。
3. |lash>vi

.
プログラムをかく画⾯に。

4. |log(“*”);

これをかいたら[ESC]で戻ろう。

5. |lash>ms

.
プログラムをスタート。

6. |*lash>

画⾯に“*”が出たかな？
7. |*lash>vi

.
プログラムをかく画⾯に。

8. |log(“*”);log(“*”);

かき足して[ESC]で戻ろう。

9. |lash>ms

.
プログラムをスタート。

10. |**lash>

こんどは 2 つでたかな？好きな個数を出してみよう。
11. |lash>vi

.
では無限に出してみよう。
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12. |while(1){

log(“*”);
}
かけたら[ESC]。

13. |lash>ms

.
プログラムをスタート。

14. |********************************

********************************
******...
無限“*” のできあがり。（[ESC]で⽌まるよ）
[Alt]+[E]で å、[Alt]+[P]で ð など、[Alt]+[なにか]で絵⽂字もでる
よ、好きな⽂字に改造してみよう。

IchigoLatte でプログラミング

(2)

〜 計算をしよう 〜
1. |IchigoLatte

1.1.7 by na-s.jp
lash>
それでは記憶をあやつってみよう。

2. |var

hiru=12;
vi でこれをかいて ms でスタート。

3. |lash>

おや？なにも起きない？
じつは起きてます。”var”は「記憶場所を準備せよ」、”hiru”は
「記憶場所につける名前は hiru」、”=12”は「12 を記憶して」、つま
り「hiru という記憶場所を作って 12 とメモっておいて」という意味。
記憶をしただけだからスタートしても⾒た⽬にはなにも起きない。
4. |var

hiru=12;
log(hiru);
では記憶の中⾝を確認してみよう、”log”は「画⾯に出す」というコ
マンド。

8. |var

hiru=12;
log(hiru);log(“,”);
hiru=11;
log(hiru);log(“,”);
12 と 11 がひっついて⾒にくいから間に “,” が出るように。

9. |12,11,lash>

これなら⾒やすい。
10. |var

hiru=12;
log(hiru);log(“,”);
hiru=11;
log(hiru);log(“,”);
var asa=6;
log(hiru-asa);log(“,”);
記憶場所はいくつも作れるよ。こんどは “asa” を作って 6 を⼊れて
みた。記憶場所どうしで計算もできるから、”hiru-asa”で引き
算して朝から昼まで何時間あるか計算もしてみたよ。

11. |12,11,5,lash>

5 時間だね！
⾜し算は”+”、引き算は”-“、かけ算は”*”、割り算は”/”、余り算
は”%”、いろんな記憶を作って計算させてみよう。

5. |12lash>

プログラムをスタート、12 が出た、ちゃんと記憶してる。
6. |var

hiru=12;
log(hiru);
hiru=11;
log(hiru);
記憶を書き変えることもできるよ、”hiru=11;”は「やっぱり記
憶場所 hiru は 11 ね」という意味。

7. |1211lash>

こんな感じで 12 と 11 がでたかな？
最初は 12 を⼊れてそれを画⾯に出したけど、途中で 11 に書き換えてそ
れも画⾯に出したから “1211” 。
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プログラムを真っさらに

lash>echo>.

プログラムをかく画⾯

lash>vi

.

プログラムをスタート

lash>ms

.

IchigoLatte でプログラミング

(3)

〜 かずを数えよう 〜
1. |IchigoLatte

1.1.7 by na-s.jp
lash>
それではかずを数えてみよう。

2. |var

count=0;
log(count);log(“,”);
vi でこれをかいて ms でスタート。

3. |0,lash>

そう、0 だね。
4. |var

count=0;
log(count);log(“,”);
count=count+1;
log(count);log(“,”);
さぁ、こんなことをやってみる。

5. |0,1,lash>

0 が 1 になった。そう、”count=count+1”は「count に 1
⾜したものを count に記憶する」の意味。
6. |var

count=0;
log(count);log(“,”);
count=count+1;
log(count);log(“,”);
count=count+1;
log(count);log(“,”);
では調⼦にのってこうしてみよう。

8. |var

count=0;
while(1){
log(count);log(“,”);
count=count+1;
}
無限のわざはこう、おぼえてたかな？

9. |0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
,25,26,...
無限にかずを数えれた！（[ESC]で⽌まるよ）
でも今回は 100 まで数えたい。

10. |var

count=0;
while(count<101){
log(count);log(“,”);
count=count+1;
}
そんな時はこう。”while(1)”は「無限にくり返せ」の意味だけ
ど、”while(count<101)”は「count が 101 より⼩さい
時はくり返せ」の意味。
(*)”while(0)”は「絶対にくり返すな」の意味

11. |0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18,19,20,21,22,...,9
9,100,lash>
はい、ぴったり 100！
“count=count+2”なんてこともできるし、カウントダウ
ン”count=count-1”もできちゃう、試してみよう！

7. |0,1,2,lash>

そうだね、また 1 増えて 2。
このまま 3,4,5,…と 100 までかぞえていくプログラム、つくれるかな？
…
ちょっと⼤変だね、じゃぁ無限のわざを使ってみよう。
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プログラムを真っさらに

lash>echo>.

プログラムをかく画⾯

lash>vi

.

プログラムをスタート

lash>ms

.

IchigoLatte でプログラミング

(4)

〜 カウント装置を作ろう 〜
1. |IchigoLatte

1.1.7 by na-s.jp

lash>
それではボタンをしらべてみよう。

2. |log(

btn() );
今回のプログラムはこれ、かけたらスタートしてみよう。

3. |0lash>

“0”が出る。

プログラムをスタート。⾒た⽬には何も起きないけど基板上のボタンを
押すと LED が光る！“led(1)”はつける”led(0)”は消すだ
から”led( btn() )”はボタンしだい！
9. |var

count=0;
while( btn()==0 ){
log(count);log(“,”);
count=count+1;
}
こんどは「カウント装置」。”while( btn()==0 )”は
「btn()が 0 の時はくり返せ」の意味。こんな⾵に”btn()”はいろん
な場⾯でつかえるよ。

10. |lash>ms

4. |While(1){

log( btn() );
}
無限に出してみよう。

5. |00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000
0000000000...
スタートすると無限に”0”が、そこで基板上のボタンを押すと？

6. |00011111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111
1111111111...
こんどは”1”が⼤量に。（[ESC]で⽌まるよ）
“btn()”はボタンを調べるコマンド、0 か 1 を返してもらえるよ。

.
スタートすると数字がどんどんカウントアップ、基板上のボタンを押す
と⽌まるよ。ぴったり 1,000 で⽌めることできるかな？

11. |60,1061,1062,1063,1064,lash>

stdin/out: uart, uart
ボタンで⽌めた時に「stdin/out: uart, uart」
みたいなの出てきたら uart モード(*1)になった印、あわてずもう 1 回ボ
タンを押そう、元に戻るよ。
ぴったり⽌めるのが難しすぎる？じゃぁもっと簡単になるように改造し
てみてね！
(*1)uart モード: 他のコンピュータと通信するモード

7. |While(1){

led( btn() );
}
“btn()”で 0 か 1 がもらえるなら、こんな具合に”led()”に渡
してやるとどうなる？

8. |lash>ms

.
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プログラムを真っさらに

lash>echo>.

プログラムをかく画⾯

lash>vi

.

プログラムをスタート

lash>ms

.

