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1+ Brick Tots

「レゴ®ブロックでどのように子供と遊んだら良いの？」
「私も一緒に遊び方を学びたい！」
と、保護者の方の希望からうまれたクラスです。指先を使っ
た活動やリズム遊びを通して、親子で夢中になって楽しんで
いただけます。

オリジナルカリキュラム

親子  ブリックトッツ

レッスン紹介（一部抜粋）

『ひこうき』

好きな色で、ブロックの飛行機
を組み立てます。飛行機は空を
飛ぶために、どんな形だったら
いいかな？飛行機が出来上がっ
たら飛ばしてみよう！
雲や雨をくぐりぬけて、安全に
目的地まで飛んでいけるかな？

『こまであそぼう』

お正月の遊びには、昔ながらの
遊びがたくさんあります。
かるたや福笑い…そしてコマ回
し！ブロックでコマを作って、
みんなで回してみよう。
上手にまわるか挑戦だ！

『いちごがりにいこう』

ブロックでいちご畑をつくりま
しょう。いちご狩りに必要な道
具も作り、いちご狩りごっこを
楽しみます。
たくさんいちごをとれるかな？
とれたいちごの数を、数えてみ
よう！

『お月見うさぎ』

日本の季節の行事を楽しみま
しょう。すすきをブロックの器
に生けたり、紙で作ったおだん
ごを飾りながら、お月見の準備
をしましょう。
月のうさぎに会えるかな…？

ブリックトッツ　指定教材
自由に遊べるレゴ® デュプロ® ブロックセットで子どもたちの創造力をはばたか
せましょう。いろいろなモデルを何度も繰り返し作ったり壊したりする遊びを
通して、大きなアイデアを生む発想力だけでなく、自己表現を促し、手先の動
きをコントロールする力の発達を助けます。組み立て見本カードも含まれてい
るので、ブロックが初めての子どもたちも戸惑うことなく遊べます。

「いろ」「かず」「かたち」
に楽しみながら興味をもつ。

季節の行事を楽しむ。

保護者の方と一緒に、
「できた！」の自信を育む。



2+ Early Brick

身近な題材をテーマとした「ごっこ遊び」や「創作遊び」を
通じて、社会の基礎的な事柄やしくみを学び、コミュニケー
ション力・表現力を高めます。
また、自ら考えたことを形にできた喜びを実感することで、
楽しみながら主体的に取り組む姿勢を養います。

オリジナルカリキュラム

未就園児  アーリーブリック

レッスン紹介（一部抜粋）

アーリーブリック　指定教材
子ども、親、祖父母といった家族のフィギュアから、医者、警察官、シェフ、
先生といった職業まで、バリエーション豊かなレゴ デュプロ®の人形 26 体を
含めた 44 個のパーツが入っています。カメラやヘアブラシ、ギター、スーツ
ケース、車いすなどのアクセサリーパーツを使えば様々な人が登場するごっこ
遊びができ、性別や年齢、関係性、違いなどについて話し合う機会となります。

季節の行事に興味を持ち、
楽しむ。

平面や立体の創作

物語の場面や動物を、
自分の力で表現をする

ゲームを楽しむための
ルールをみんなで考える。

『消防車』 『豆まき』

ブロックで消防車を組み立てま
す。消防車はどんな色でできて
いるかな？消防車の特徴につい
て考えてみましょう。
消防車を組み立てたら、消火活
動に出発だ！

季節の行事を楽しみましょう。
「節分」って知っているかな？
ブロックで鬼やお豆を入れる桝
を組み立てて、元気な声で「鬼
は外！」「福は内！」と豆まき
を楽しみます。

『おしゃれなうさぎさん』 『ペンギン』

モザイクブロックを使って、お
しゃれなうさぎさんの服を作っ
てあげよう。どんな色や柄にし
ようかな？規則的な配列の模様
を楽しみます。

ペンギンの身体の特徴を考えな
がら、ブロックでペンギンを組
み立てます。ペンギンが出来上
がったら、どんなところで生活
しているのか考え、作ってみよ
う！



CM Coding Master

コーディングマスターでは、レゴ®エデュケーション SPIKE プライムを用いて、
ペアやチームでより複雑な課題に挑戦します。仲間たちと共同して課題に取り
組むことで、自分の考えを仲間たちに伝えるコミュニケーション能力と、仲間
の考えを尊重するチームワークを大切にする力を育てます。レッスンでは複数
の週にまたいで一つの課題に挑戦するプロジェクト学習の形式で実施していき、
テーマの終わりにはプレゼンテーションを行います。これまでレゴスクールで
身につけた STEAMの力を応用して、より高度な問題解決に取り組みます。

オリジナルカリキュラム

SM修了生  コーディングマスター

レッスン紹介（一部抜粋）

コーディングマスター　指定教材
小学校高学年から中高生向けの STEAM学習
セットです。カラフルなブロックパーツや、
使いやすいハードウェアと Scratch ベースの
直感的なプログラミングを融合し、問題解
決型のプロジェクトを通して実社会で役立
つスキルを育くむことを可能にします。

コーディングマスター　任意教材
レゴ® エデュケーション SPIKE プライムセッ
ト (45678) の世界をさらに広げる、大きな車
輪や歯車、カラーセンサー、Lモーターなど
パーツ 603 個が入ったこのセットには、10
時間以上に相当する STEAM学習コンテンツ
も収録されています。

チームで協同して物事を進める力
コミュニケーション能力の習得。

対面していない相手に自分の考え
を伝える力の習得

テクノロジーを複雑な課題に応用
する力の習得

長期プロジェクトに取り組む力

SPIKE プライムに新しく追加さ
れた機能やモデルを使って、よ
り高度なロボットエンジニアリ
ングに挑戦します。

『スーパーエンジニア』

「データを使ってストレッチ」

「自動化してみましょう」

『ムービーラボ』
SPIKE プライムを用いて映像を
撮影する上で役立つロボットを
組み立てます。ストップモー
ションなども撮影して効果的な
映像表現の探求をします。

「データを使ってストレッチ」

「フライオーバーネプチューン」

『FLL ミッション』
FLL Challenge は 9 歳～ 16 歳
の青少年を対象とした世界最大
規模の国際的なロボット競技会
です。競技会には参加しません
が、約半年間に渡って FLL で実
際に出題されたロボットミッ
ションに挑戦します。クラスの
仲間たちとチームになって、自
律型ロボットの設計・作成・プ
ログラミングに取り組みます。

「Cargo Connect」というテー
マで貨物がどのように輸送さ
れ、仕分けされ、目的地に届け
られるのかを学び、最終的に輸
送の未来を提案していきます。

3つのテーマ



RP Robotics Pro

魅力的なロボット教材「教育版レゴ®マインドストーム®ＥＶ３」を使用すること
により、子どもたちの知的好奇心と探究心を刺激し、科学的・実証的な研究姿
勢を育成します。 オリジナルロボットの制作やプログラミングによる制御という
研究開発における試行錯誤を通して、論理的思考力や正しい洞察力、問題解決
力を養います。また、チームによるプロジェクト学習として、コミュニケーショ
ン能力やプレゼンテーション能力、チームワークを大切にする心を育てます。
「ロボティクス・プロコース」は、科学的・数学的な知識や技術の習得はもちろん、
将来社会で求められる力を養うことを目的としています。

オリジナルカリキュラム

CM修了生  ロボティクス・プロ

自分たちで問題や課題を発見する

戦略をたてて、仲間たちと
共有する

自分の考えを発信し、表現する

身近な科学技術に興味を持って
活用する

コースの特徴と活動例

毎回のレッスンは、インストラクターからの一方的な授業ではなく、課題達成に向けて生徒同士の個々の意見・
解決策を共有することでお互いに高め合うという、大学の研究室の様な形態で行われます。特に、コンペティ
ションでのロボットづくりでは、同じテーマでも、様々なデザインやプログラミングのアイデアがあります。
他スクールの作品を閲覧し、相互学習する機会もあります。

マサチューセッツ工科大学名誉教授シーモア・パパート氏が提唱する
「コンストラクショニズム」という、発達心理学や認知科学をベースに
した指導理論をもとにカリキュラムを進めます。知識は大人や本から
与えられるのではなく、自発的な「ものづくり」を通して得た一つ一
つの経験を結び付けていくことで定着していきます。知的好奇心と探
究心を刺激するカリキュラムと環境の中で、子どもたちは、生き生き
と楽しく創意工夫・試行錯誤を繰り返します。

健康とフィットネスをテー
マにして、運動する意欲を
上げる装置の開発しました。
変数を使って回数を数える
ロボットや、人と一緒にス
ポーツをするロボットをデ
ザインしました。

運動を楽しくする
装置を作ろう

日々の暮らしの困難を解決
する家電の発明に挑戦しま
した。3 週間という短い期間
で製作からプレゼンまで仕
上げました。

スマート家電を
発明しよう

絶滅した生物をテーマにし
て、その生態を紹介する生
物模型に挑戦しました。メ
カニズムを駆使して、体の
動きを表現しています。

絶滅種博物館にようこそ

ロケットを宇宙に飛ばす
ように紙飛行機を発射す
るロボットとそれを回収
するロボットの開発に挑
戦しました。飛距離と回
収距離を競う競技会のよ
うな活動を行いました。

宇宙開発ミッション
に挑戦しよう！

コースについて

作品動画の紹介
二次元コードより、ロボティクスプロ受講生の作品をご覧いただけます。

『絶滅種博物館にようこそ』

ららぽーと富士見スクール
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