レゴ ® エデュケーション SPIKE
for home by アフレル

自由な
創造

高性能なハードウェアと多彩なセンサー、
組み立てやすい新型ブロック！

！

どんどん取り組みたくなる楽しい課題と
やさしい解説つきで、家庭での学びをサポート。

●レゴ ® エデュケーション SPIKE プライム 基本セット

●ワークブック ×６冊

・レゴ ® テクニック ラージハブ（６軸ジャイロセンサー内臓）

・SPIKE for home ①～③〈クローバーシティのおでかけ大作戦〉

・レゴ ® テクニック M アンギュラーモーター ×２

・SPIKE for home ④～⑥〈きらきらビーチ大作戦〉

・レゴ ® テクニック L アンギュラーモーター ×１

●サポートブック（保護者向け）

・レゴ ® テクニック 距離センサー ×１

・レゴ ® テクニック カラーセンサー ×１

・レゴ ® テクニック フォースセンサー ×１

・レゴ ® テクニック マイクロ USB コネクタケーブル

さらに、課題の『街づくり』を楽しむための
大判のシートと装飾セットも！

・レゴ ® テクニック ラージハブバッテリー
・523 個のパーツ

●クローバーシティシート（A2×2 枚）

・予備パーツセット ×１

レゴエデュケーション

 

・パーツ仕分け用シール ×１



！

●クローバーシティ装飾セット

・収納ケース

●レゴ ® テクニック M アンギュラーモーター ×１※

※ ワークブック4～6号に登場する組み立てモデルで使用するため、
基本セットに含まれるものに加えて、
「レゴ® テクニック Mアンギュ
ラーモーター」×１が付属されています。

型番：SPKFH-SET

68,000 円（税込 74,800 円）

●ビーチシート（A2×2 枚）

・パーツ仕分けトレイ

アフレル

！

！

もっと自由に、想像力をカタチに、
ブロックを装飾する工作パーツ。

●ペーパークラフト
●方眼紙

遊びが
学びに

お申込み / お問い合わせ
商品詳細は

https://ev-3.net/spike/

検索

ご購入は

https://afrel-shop.com/

検索
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［小学校〜中学生向け］

info@afrel.co.jp
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STEAM とは
科学・技 術・工学・芸 術・数学の5つの領域の分野横断的な学びです。

Science

Technology

Engineering

Art

Mathematics

AI、IoTなどのテクノロジーがますます重視され、

子どもたちの多くが現在存在すらしていない職業に就くことになる

これからの時代に、クリエイティブな発想で問題解決力を育てる教育として、
注目を集めています。

価値観が多様化し、日々めまぐるしく変化していく未来社会において

ひとつの正解を覚えていれ ばよいというこれまでの生き方は通用しません。
これからの時代を生きる子どもたちは、正解のない問いに直面したときに
自ら考え、チャレンジし、ときには失敗しながら、

創造的でオリジナルな自分だけの答えを出す力が求められているのです。

なぜロボット？
ロボットを使う良さは、自分の手で組み立て、動かす、実体験型の学びということ。
どんどん作って、動かして、うまくいかなければすぐにプログラムを変更して、また動かす。
楽しく試行錯誤を繰り返すことができ、自分で考える力や問題解決力が育ちます。

SPIKE for home はレゴ® エデュケーションの最新STEAM教材
『SPIKE™ プライム』を使って

お子様の創造力を引き出す、家庭向け教材セットです。
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SPIKE for home の特徴
 ST E AM が 楽 し く 学 べ る ！
未来の可能性を拡げるために、
STEAMをより身近に親しむ環境を

プログラミング
プログラミングソフト「SPIKE アプリ」は
世界中で多くの子供たちが親しんでいる Scratch をベースにした直観的な設計
人気プログラミング言語の Scratch をベースにしたレゴ社オリジナルの専用アプリで、直感的にプログラ
ムを作成できます。対応言語は日本語の他に英語など20 種類。その他にも様々なサポートコンテンツが
収録された、充実の内容です。

子どもたちに STEAM 学習を身近に楽しむ環境を作り出したい。
「科

学技術分野で活躍する人材育成」に長年携わってきた中で生まれた

想いから教材開発を行いました。ワークブックでは、お子さまが取り

ハブに接続されている機器のステータスを一目で確認可能

組みやすい工夫を施し、自分だけの世界観を作っていくなかで創造力

をを拡げていきます。

 最 先 端 テクノ ロジーで 問 題 解 決

対象機器がハブのどのポートに
接続されているかを表示

グローバルな社会課題をテーマに、
テクノロジーでの問題解決を考える

AI・IoT・ロボットなど、科学技術の飛躍的な発展に対応する新時代

を生きる子どもたちは、自ら問題を考え、解決していく力が必要です。
SPIKE for home では、センサーやモーターの役割を理解し、プログ

ラミングしていくなかで、最先端テクノロジーを活用した問題解決力
を養っていきます。

ご自宅のパソコンまたはタブレットにダウンロードしよう
SPIKE アプリは無料でダウンロードできます。
「SPIKE アプリ」で検索（または QR コードから）、SPIKE プライムサポートページにアクセスして、SPIKE
アプリをインストールしましょう。



信 頼のレゴブランド

世界で選ばれている信頼のブランド
プログラミング教育へも20年以上の実績

レゴ社は、
「 子どもたちに最高のものを」を企業理念に、安心、安全、

SPIKE アプリ

検索

https://spike.afrel.co.jp/support/spike/

インストールが完了したら、SPIKE アプリが開くことを確認します。SPIKE アプリには、5 つのテーマから
なる30 種類以上の課題プランが収録されています。レッスンプランごとにロボットの組み立て図やサンプル
プログラムなどが用意されていますので、ぜひご覧ください。

耐久性のある製品を提供しており、
プログラミング教育への取り組み
は 20 年以上の実績があります。

現在では STEAM 教育のリーディングカンパニーとして、世界 100 ヶ
国以上の国や地域で、また国内 6,000 以上の教育機関でレゴ ® エデュ

ケーションの教材は活用されています。
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※初回起動時のみ表示される画面です。
（英語で「skip」と表示される場合もあります。）

4

ワークブック

セット内容
SPIKE プライム

SPIKE プライムのハブ、
モーター、センサーを使えば、作ったものをプログラミングで動か
すことが可能になります。一部のブロックは、通常のレゴブロックと組み合わせることも
できます。

ストーリーに沿って、街で起こる事件を解決！シリーズご
とに異なる課題にチャレンジするなかで、
プログラミング
と実社会のつながりについて楽しみながら学ぶことが
できます。
シリーズ

1.

テーマ

裏面がパーツ一覧になっています。

×１

トレー やボックス
に貼るシールです。

③トレーとブロックパーツ

2 分割されたトレーと、523
個のブロックパーツ。
ブロックパーツはトレーの
収納エリアごとに袋に分け
られています。
予備パーツも用意されてい
ます。

お子さまをスムーズにサポートす
る保護者さま向けのテキストです。

「クリーンなエネルギーで街づくり」

街で起こるいろいろな問題をキャラクターと一緒に解決しながらすすめていきます。
自分だけの街をつくる、遊園地パレードを企画するなど、想像力を拡げる課題がいっぱいです！

②仕分けシール

①トップカード

サポートブック

工作パーツ

シリーズ

2.

テーマ

「海の豊かさを守ろう」

海をお掃除する「マーメイド号」でクローバーシティの海をキレイにしましょう！
付属の「ビーチシート」をワークブック①〜③のコースシートとつなげることで、
「クローバーシティ」の世界がさらに広がります！

組み立てたものをさらに可愛く
変身！ペーパークラフトや方眼
紙で、
自分だけのオリジナルモデ
ルが作れます。
かんらん車（ワークブック③）：

ペーパークラフト

クローバーシティのおでかけ大作戦
…切り取る

…山おり

…谷おり

バス（ワークブック①）：

×１
バイキング（ワークブック③）：

見
え
な
く
な
る
と
こ
ろ

見
え
な
く
な
る
と
こ
ろ

×１

×１

×2

④センサーとモーター

センサーは、私たちの目や耳の
ように、ロボットがまわりの情
報を知るためのものです。
3 種類のセンサーが各 1 つずつ
入っています。
モーターは、ロボットを動かす
動力になるものです。
2 種類のモーターが計 3 つ入っ
ています。
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⑤ハブとバッテリー

プログラムを動かしたり記憶したりする、
ロボットの「頭脳」にあたるハブと、
そのバッテリーが 1 つずつ入っています。

⑥ USB ケーブル

パソコンとハブを接続するためのケーブルです。
USB typeA－ microUSB typeB のケーブルです。

コースシート

ワークブック上のバーチャルな世界観を体現！
課題の舞台となる街を描いた大判のシートです。

作品例

コース装飾セット

課題の世界観をより深めるための、
追加パーツです。
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コラムで丁寧に解説！理解力を深めます

ワークブックについて

ストーリーや課題のテーマとなっている
テクノロジーが、実社会でどう活用され
ているかを解説しています。
ま た、 セ ン サ ー や モ ー タ ー の 役 割、
SPIKE アプリについても詳しく解説して
います。

ワークブックでは「スマートシティ」
をテーマに街で起こるいろいろな問題をキャラクターと
一緒に解決しながらすすめていきます。
スモールステップで
段階的な学びを

ワークブックには 1 冊ごと
に約 10 話のストーリー（課
題）が収録されています。
簡単な課題から少しずつ理
解を深めていけるように設
定されています。

学習時間の目安と難易度

1 話につき 20 ～ 90 分 の時
間設定となります。★の数が
多くなるほど難易度が高くな
ります。

動画で見る導入エピソード

会話形式で進むストーリー

キャラクターとの会話で進
むストーリーは一 緒に取り
組む楽しさが実感できます。

導 入 エ ピ ソード を 動 画 で
ご覧いただくことによって、
ストーリーの世界観に入る
ことができます。

楽しくすすめられる課題

論理的思考で課題解決！

課題には、学習的要素も含まれており、
課題解決のためのヒントや考え方が書
かれています。
お子さまの論理的思考や問題解決力を
自然に養うことができます。

ワークブックの舞台
「クローバーシティ」
を一足先にのぞいてみよう！

ストーリーに沿った課題が作
戦として用意されています。
キャラクターと楽しく課題を
進めることができます。

つまづきやすい部分を
動画でサポート

つまづきやすいプログラミ
ングや紙面では分かりづら
い学習は、動画で解説して
います。
「分からなくて先に
すすめない」ということが
ないよう学習意欲をサポー
トします。
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ストーリー動画のサンプルは
こちらからご覧いただけます。
https://ev-3.net/users/spike/introduction
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よくある質問

ユーザーボイス

安心して始めていただけるように、疑問・質問にお答えします。
もちろん購入後のサポートもございますので、
お気軽にご相談ください。

Q.

「SPIKE for home」の対象年齢はどのくらいですか？

A.

「SPIKE™ プライム」の対象年齢は、10歳以上です。
「SPIKE for home」は、小学校3年生以上を対象としています。

Q.
A.

SPIKE for home でつくれるロボットの種類は？

QRコードでの解説があり、その解説自体も物語
風でとても可愛く、女の子の興味を惹きつける内

SPIKE for homeワークブックにはオリジナル組み立てモデルが3種類含まれます。
さらにSPIKEアプリには、28種類の組み立て図が含まれる組み立てガイドが収録されています。

組み立てガイドに含まれるモデルの一部

女の子の興味を惹きつける内容。
ロボットプログラミングなのに
カワイイ！

容だと思います。問題がある場合の解決策や、更

に発展した遊び方を考えるという、教えて貰うで
は無く自発的に改善するという所が成長出来た

と思います。

もこもん さん

組み立てガイドは
こちらからご覧いただけます。

9歳・女の子のお母さん

「え！こんなに簡単なの？」
スムーズに進み、組み立てや
プログラミング自体に集中できる！

ひとつひとつ考えれば
答えが見つかる体験が、
プログラミングへの興味の種まきに。

とにかく良く出来てるなぁという印象です。他の

ワイワイと、
より楽しめるように、お友達を誘って

状態が皆無で、組み立てやプログラミング自体

らせることができる点などは、お人形好きの女の

す。算数の問題と組み合わされていて感心しまし

思い通りの動きを達成できた時は手をたたいて

教 材 などでよくある「な ぜか 動 か ない」と言う

に集中できるようでした。テキストも良かったで

た。

取り組みました。お人形パーツを車に乗せて走
子のハートを掴んでGOOD！さすがレゴです！
喜び合いました。

うーたん さん

MAMI さん

11歳・女の子のお父さん

8歳・女の子のお母さん

教材体験
https://ev-3.net/spike/library/

ご自宅で1週間、教材を体験いただけます。
お子様の反応を見てから購入を判断したい
という方はぜひご活用ください！

Q.

プログラミング教室に通わないで、家庭だけでも大丈夫？

A.

教室に通われる場合、時間の都合上やりたくても終えなければならないデメリットがあります。
一方家庭学習では、
「 どんどん進めたい！」
「 思いついたアイデアを膨らませたい！」
「 家のレゴと繋
げてもっとカッコイイものが作りたい！」など、お子さまの気持ちやペースに合わせて進めること
ができます。
じっくりと考える時間が十分に持てることで、お子さまの能力を育むために「主体的な学び」を進
めることができ、なにより「もっとやりたい！」の意欲を大切にできます。
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教材体験概要

レゴ ® プログラミング教材をご家庭で1週間、体験いただけます。
費用：税抜3,000 円（税込3,300円）※往復送料を含みます。

※教材体験後に商品をご購入いただく際【税抜3,000円】割引いたします。

教材体験はこちらから
お申し込みいただけます。
https://ev-3.net/rental
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