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レゴ社の
プログラミングへの
取り組みは20年以上

20
years

世界90以上の
国や地域の
教育現場で活用

日本国内6,000以上の
教育機関での
活用実績

6,00090カ国

レゴ ®エデュケーションは1980年に発足したレゴ社の教育部門で、 
レゴ社が創業以来大切にしている精神
”Only the best is good enough(子どもたちに最高のものを)"を念頭に、
ブロック教材とデジタルの融合した教材を提供し続け、
現在では世界90ヵ国で活用されています。

レゴ®教材やカリキュラムの開発に深く携わった、
米国マサチューセッツ工科大学名誉教授の故シーモア・パパート氏は、
その教育理論の中で、
「本当の理解は実体験から得られる。
子どもたちが何かを夢中で作り上げているとき、
その過程で学んだことは他の誰かに言われたどんなことよりも深く染み込む」
と述べています。

「楽しい！」経験が、　
将来につながる
「学び」になる
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お子さまと一緒に、ワークブック
１号を見ながら、パーツの確認、
ケースへの仕分けとスマートハブ
の準備をします。

ご自宅のタブレット、またはパ
ソコンにレゴ WeDo 2.0 ソフト
ウェアをダウンロードします。
※詳しくは本冊子 15ページへ

Let's start !

学習の始め方

②パーツの確認
　スマートハブ準備

①ソフトウェア
　ダウンロード

③ワークブックに　
　沿って学習を
　進めます。
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なぜ、今
プログラミング教育が
重要なのでしょうか？

2020 年より小学校にて「プログラミング教育」が必修化となりました。

文部科学省の学習指導要領には、児童がプログラミングを体験しながら、

コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を

身に付けるための学習活動を、計画的に実施することとしています。

　「小学校プログラミング教育の手引」では、以下の３点がプログラミング

教育の３つの柱だと記述されています。

１　「プログラミング的思考」を育むこと（思考力、判断力、表現力など）
　プログラミング的思考とは、自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組
合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記
号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理
的に考えていく力です。

２　身近な生活でコンピューターが活用されていることや、問題の解決には
必要な手順があることに気付くこと（知識および技能）

３　既存教科とプログラミングとの繋がりを教え、各教科の学びをより確実
なものにさせること
　例えば、算数科において正多角形について学習する際に、プロ グラミングによって正多角形を
作図する学習活動に取り組むことにより、正多角形の性質をより確実に理解することなどを指し
ています。

65%
かつてないスピードで変化し続ける世界では、
65％の子どもたちが今は存在しない職業に就くと
いわれています
子どもたちに生き抜く力を

子どもの未来に必要な力

未来につながる学びをサポート
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子どもたちになじみのあるレゴ ブロック。

夢中になって、組みたて、動かしていく。

楽しみながらプログラミング的思考が身に付いていくのです。

\ レゴ ® We D o 2 .0で身につく力 /

創造力

ロボットが動く感動は学びの意欲
を掻き立て、自由にロボットを組
み立てる経験は、空間認識力・創
造力を育みます。

論理的思考力

自分の想い通りの動きになるよう、
順序立ててプログラミングしてい
くことで、論理的に考える力が身
に付きます。

問題解決力

トライ & エラーを繰り返していく
ことは、自ら問題を見つけ、解決
していくことができるようになり
ます。

なぜ、ロボットをつかって
プログラミングを
学ぶのでしょう？

❶ 組み立て
工具なしで組み立て可能なレゴ  
ブロックだから、お子様ひとり
で安心して、思いのままのロボッ
トが作れます。
組み合わせ次第で、様々なロボッ
トをつくることができます。

❸ 動かす
プログラムをロボットに転送
し、思い通りに動かしていきま
す。自分が作ったプログラムが
ロボットの動きで見えることに
より、理解が深まります。

❷ プログラミング
直感的なビジュアルアイコン型
ソフトウェアです。アイコンを
ドラッグ&ドロップして、動か
したい動きのプログラムを作っ
ていきます。

トライ＆エラーの
くり返しで、

プログラミング的思考が
育っていきます
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セット内容

専用ケース
片づけやすく、耐久性に優れたレゴ WeDo 2.0
専用のプラスチックケース。

ブロックパーツ・仕分けトレー
セットに含まれるパーツは280個。
仕分けトレー付き。

スマートハブ
タブレット端末やパソコンのソ
フトウェアと Bluetooth で通信
し、モーター制御とセンサー計
測を行うWeDo 2.0 の心臓部。

モーター
レゴ ブロックでつくられた
モデルを動かすモーター。

モーションセンサー
15㎝以内の障害物を感知する
センサー。

チルトセンサー
6つの異なる傾きを検知する
センサー。

■ハード

WeDo 2.0 for home by アフレルとは
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　レゴ®WeDo 2.0 for home by アフレル（以下、WeDo 2.0 for home）は、
世界の教育現場で使われているロボット・プログラミング教材 レゴ®WeDo 2.0 
を、ご家庭で楽しく学ぶために構成された教材セットです。

　ロボットキット本体やソフトウェアに加え、家庭学習をサポートするガイドや
ワークブック、ワークシートなどがセットになっています。

WeDo 2.0 ソフトウェア
直感的なビジュアルアイコン型で、アイコンを
「ドラッグ＆ドロップ」してプログラムを作っ
ていきます。
※ダブレット、またはPCが別途必要です。

※WeDo 2.0のソフトウェアは 無料でダウン
ロード可能ですので、キット購入前に、どのよ
うなソフトウェアかご覧いただけます。
詳しくは本冊子、15ページをご確認ください。

■ソフト

サポートガイド
セット内容や必要な準備、学習のす
すめ方などを解説した保護者様向け
のガイドブック。

ワークブック（全６冊）
各号毎に組み立て図を見ながらモデルを組み立て、プログラムを
作成して動かしていきます。プログラミングの基礎から、ワーク
シートを使った応用課題「ちゃれんじ★ミッション」を学びます。

■ワークブック・ワークシートなど

すてっぷファイル・すてっぷシール
ワークブック内のすてっぷ（課題）の進歩が把握できるシール台紙。
各すてっぷを終えるごとに、ロボット動物が集まり、全ワークブッ
クのすてっぷを終えると、ロボット動物園が開園します。

ワークシート
各ワークブックに対応した６種類のシート。お子さまの発想
と創造性を広げます。主に「ちゃれんじ★ミッション」で使
用します。
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ロボットプログラミングで
思考力や問題解決力を育む

家庭学習で、子どもの
成長の瞬間に立ち会う感動を！

多彩なモデルで創造力を育む
オリジナルワークブック

1

2

3

ロボットを組み立て、プログラミングして実際に動しながらトライ
＆エラーをくり返す中で、思考力や問題解決力といった将来

由度が高く、試行錯誤を重ねられるのも大きな魅力です。

時間や場所を限定せずに取り組める家庭学習は、お子様の
興味や意欲の高まりをサポートするのに最適な学習方法で
す。ご家庭でも安心してお使いいただけるよう、ソフトウェア
の準備や技術的なQ&Aなどを掲載した保護者様向けのガイ
ドブックも付属しています。

ワークブックで様々なモデルづくりと課題に挑戦します。 各課
題に難易度、かかる時間が表記されており、お子様が自分
で学習を進めやすく、ロボット作りの創造力を育みます。アイ
デアを形にしたり、動きを改善する取り組みが、実践的で深
い学びにつながります。

WeDo 2.0 for home byアフレル  ４つの特長
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WRO WeDo Challenge 
６歳から10歳が参加対象の国際的ロボット
コンテストWRO（ワールド・ロボット・オ
リンピアード）のWeDo部門です。２～３
人でチームを組み、ロボットの組立て、プロ
グラムをし、指定の課題解決に挑戦します。

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

アイデアコンテスト
ロボットプログラミングを通して、子どもた
ちに未来をつくる力を伸ばして欲しい、明る
い未来社会をともにつくっていきたいと願
いつくられたコンテスト。 
自ら課題を発見し、考え、形にする力を伸ば
す！ 小学生を対象とし、毎年夏に開催され
ます。

https://ev-3.net/challenges/#idea

動画コンテスト
ロボット動画コンテストは、ものづくりへの
情熱を応援する、小中学生を対象としたコ
ンテスト。『機構』『アイデア』『映像の魅力』
の 3点で審査されます。WeDo2.0 部門は
2019年４月に新設されました。

https://ev-3.net/challenges/#ev3mov

子どもたちのアイデアは無限大！
お子様のタイプに合わせて学びを発展
4
基本のワークブックをやり終えたら、様々なモデルやオリジナルロボットを作ってみたり、
コンテストに挑戦してみましょう。

組立モデル作成
WeDo2.0 ソフト内にロボット組み立て参
考モデルが収載されています。32モデル以
上ありますので、お子様のタイミングで組
み立て、動かしてみてください。

発展 よろよろ動く 発展 かたむく 発展 クランクで回す 発展 曲げる

発展 回る発展 ハンドルをまわす 発展 ハンドルをまわす 発展 回る

巻き上げる基礎 よろよろ動くスピンする 基礎曲げる 基礎 持ち上げる基礎

WeDo 2.0 for home byアフレル  ４つの特長
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教材到着
より ５カ月１カ月 ２カ月 ３カ月 ４カ月

すてっぷ
①うさぎさんを組み立てよう

②うさぎさんをくるくる動かそう

③ジグザグに動かしてみよう

④自由に動かしてみよう

⑤手をたたいてよんでみよう

⑥モーションセンサーを

　とりつけよう

⑦モーションセンサーで

　色のちがいはわかるかな？

ワークブック 5号

ちゃれんじ★ミッション
①すあなに より道しないで

　ゴールしよう

②つかれたら 休みながら

　ゴールまですすもう

③すあなに かくれた数を 

　かぞえながら すすもう

④すあなに４回かくれてから

　ゴールしよう

⑤すあなを たんけんして、

　花を見つけよう

ワークブック１号
遠くにある場所を調査する
科学探査機マイロ

すてっぷ
①しゃくとりくんを組み立てよう

②しゃくとりくんを動かそう

③動く時間を変えるには？

④モーターの回る向きを変えるには？

⑤プロペラとうでをつけよう

⑥プロペラやうでを動かそう

⑦同じ動きをくり返すには？

⑧しょっかくをつけよう

⑨動きを止めてかくれよう

⑩センサーで動きを変えてみよう

ワークブック2号

ちゃれんじ★ミッション
①すきな色の、はっぱの上を 

   通りゴールしよう！

②センサーをつかって、どの色のはっぱが

　 はやくゴールできる道か見つけよう

③はっぱの道を通りながら、音を出したり、

　 しゃしんを画面に出しましょう

④はっぱの道を通りながら、

　音としゃしんを変えよう！

⑤どの道が一番遠まわりか、

　しらべよう！

すてっぷ
①ざうるすさんを組み立てよう

②ざうるすさんを歩かせよう

③モーターの回る向きを変えてみよう

④口を動かすパーツをつけよう

⑤口を開け閉めしてみよう

⑥口を開けたら鳴き声を出してみよう

⑦口の動きで歩く速さを変えてみよう

⑧ぼうしをつけよう

⑨てきが来たらおこらせよう

⑩えさを見つけたら追いかけよう

ワークブック3号

ちゃれんじ★ミッション
①顔の光を地めんと同じ色に 

　変えながら進もう！

②顔の色を変えながら、

　来た道をもどろう！

③てきに会ったら、はやく

　歩いて、にげましょう

④友だちのきょうりゅうに 

　会ったら あいさつしよう

⑤友だちのきょうりゅうが

　いたら、手で知らせよう

すてっぷ
①あひるちゃんを組み立てよう

②あひるちゃんを動かそう

③ランダムに動かしてみよう

④チルトセンサーのリモコンを

　組み立てよう

⑤リモコンでランダムに速さ

　を変えよう

⑥子どもに会いに行こう❶

⑦子どもに会いに行こう❷

⑧モーションセンサーの

　リモコンを組み立てよう

⑨モーションセンサーで

　速さを変えよう

⑩モーションセンサーで

　自由に動かそう

ワークブック4号

ちゃれんじ★ミッション
①池をおよいで子どもの

  ところまで行こう！

②チルトセンサーで子どもの

  ところまで動かそう

③子どもをせなかにのせて 

   帰りましょう

④子どもがおちたら

　止まって知らせよう

⑤子どもがおちても、

　あきらめずにつれて帰ろう

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

自由制作︓随時　　　
ワークブックで学んだ組み立てやプログラミングのつくり方を

利用して、自由にオリジナル作品をつくってみましょう。

すてっぷ
①パーツを確認しよう

②動かしてみよう

③マイロを走らせよう

④植物を見つけたら止まろう

⑤かたむきでメッセージを

   表示させよう

ちゃれんじ★ミッション
①月へ行って、月のようすを

　しらべましょう

②センサーをつかって、月へ

　行きましょう

③月へ行ったとき、LEDをいろ

　いろな色に光らせましょう

④月へ行ってクレーターを

　しらべましょう

⑤センサーをつかってクレーター

　をよくしらべましょう

コンテスト

アイデアコンテスト 動画コンテスト ロボットコンテスト

お子様に合わせて！学習進度の目安

くっしん運動で前進する
しゃくとりくん

おおきな口で鳴き声を出す
ざうるすさん

タイヤを使ってすいすい進む
あひるちゃん

ジグザグくねくね自由に動く
うさぎさん
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６カ月

すてっぷ
①クマちゃんを組み立てよう

②クマちゃんを動かそう

③クマちゃんをクルクル

　動かそう

④〇〇のまわりを走ろう

⑤モーションセンサーを

　とりつけよう

⑥ぶつからずに走ろう

⑦チルトセンサーを

　とりつけよう

⑧さか道をよけて帰ろう

ワークブック 6号

ちゃれんじ★ミッション
①さかなやへ行こう！

②色いろなお店へ買いものに

　行こう

③かさをさして買いものに

　行こう

④かんばんを見ながら、

　さかなやへ行こう

⑤かんばんを見ながら、

　色いろなお店へ行こう

半年以降～ １年以降～▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

①引く力
②速度
③頑丈な構造
④カエルの成長

ソフトウェア　　　　

⑤植物と受粉を助ける生き物たち
⑥洪水を防ごう
⑦災害と救助
⑧リサイクル・ゴミの分別

［基礎プロジェクト］
⑰月面基地
⑱物をつかむ

基礎プロジェクト

ソフトウェア　　　　

プログラミング的思考

⑲メッセージの送信
⑳火山警告

［発展プロジェクト］
㉑検査
㉒感情をデザイン

ソフトウェア　　　　

プログラミング的思考

㉓都市の安全
㉔動物の五感

⑨生命のつながり
⑩動物のからだのはたらき
⑪生き物のくらしと環境
⑫宇宙での探索活動

ソフトウェア　　　　

⑬災害警報
⑭海のお掃除
⑮野生動物の保護
⑯ものの運搬

発展プロジェクト

あっちへトコトコこっちでグルグル
はらぺこクマちゃん
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導入→はじめに１

グングン学べる！ ワークブック紹介

導入エピソードで、プログラミングする
目的を確認します

作るロボットの特徴です

ページ
紹介

扉ページで、学習内容を理解してから取り組みます。導入→はじめに１

や
の
も
る
す
用
使

す
ま
し
認
確
を
容
内
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学習時間の目安と、難易度を記載しています
〇内の数字はパーツの
長さを穴数で示します。

×数字は必要なパーツの
個数を示します。

［まめちしき］ として、すてっぷ
に関するヒントや知識を記載し
ています

各すてっぷを終えるごとに、ステップ
ファイルに記載された番号のシールを
貼っていきます

まず、「学習内容」に沿った基礎課題をやってみましょう。2 すてっぷ
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❷

各ワークブックの「すてっぷ」の応用と、プラスアルファの知識が入っています。

ちゃれんじ★ミッションの学び方は２パターン

❶「すてっぷ」を終える 
各ワークブックの「ちゃれんじ★
ミッション」を随時学ぶ

先に、全ワークブック
の「すてっぷ」を終える 

ワークブック１号の「ちゃれんじ
★ミッション」から、順に学ぶ

ワークシートを用い
た課題です ちゃれんじ（課題）

には［かんがえてみ
よみてい書［ ］うよ
］？なかるきで［ ］う

という３種類の問い
かけがあります

［みほんプログラム］
お手本のプログラム
です

［プログラムの動かし
方］ロボットの動か
し方を詳しく解説し
ています

「ワークシート」で応用課題をやってみましょう。3 ちゃれんじ★ミッション

13

各課題の答えや、考えるためのヒントを記載しているので、
無理なく進めることができます。

レゴ WeDo 2.0 for home ナビゲーター

お手つだいロボット
ドゥー

ナビゲーター
ウィーはかせ
子どもたちのプログラ
ミング学習をサポート
するキャラクター。
解説したり、ヒントを
出したり、いろんな場
面で登場します。

ウィーはかせのつくっ
たプログラミングロ
ボット。
はかせのお手つだいを
しています。

4 かんがえるヒント

14



WeDo 2.0 をお家で体験してみよう！

※OS は iOS/Android/Windows/MacOS/Chrome（英語）に対応となります。

ダウンロードは

ダウンロード方法は

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１

２
ソフトウェアを見てみよう

ここをクリック！

ここをクリック！

プロジェクト名 /かかる時間
レベル /学ぶ内容
が把握できます

■  動画を見る
子どもたちの興味を引き出すオープニン
グ動画

WeDo 2.0 学習で使用するソフトウェアは無料でダウンロードできます。
一緒にお届けした「ミニマイロ」の組み立てと共に、お子さまとご一緒に体感してみてください。

オープニング画面

■  質問について考えよう
左下のアイコンをクリックすると質問を
考えるためのヒントがあります

■  動きを見る
課題モデルの動きを、動画であらかじ
め確認できます

wedo2.0 ソフトウェア 検索

wedo2.0 サポート 検索

「光るカタツム
リ」は、一度閉
じます

①

③

②

④

15

WeDo 2.0 をお家で体験してみよう！ 3

て
立
み
組

■  組み立て
組み立て図は、ひと工程ずつ丁寧に組み立てのヒントが図解されています。

ミニマイロを組み立てよう
パーツに同封されている組み立て説明書に沿って、
体験版 ”科学探査機マイロ”を組み立ててみましょう。

※体験版には、ハブやモーターなどは含まれていないので動きません。
　キットをお求め後に、組み立てて動かしてみてください。

４

グ
ン
ミ
ラ
グ
ロ
プ ■  プログラミング

アイコンでわかりやすく、直観的にプログラミングできます。

実際には組み立てたロボットとデバイス（PCやタブレット）を接続し、
プログラミングし動かしていきます。

プログラミングを体験しよう

プログラミングの見本が表示
されます

下部のアイコンを使ってプロ
グラミングしていきましょう

16
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よくあるご質問

子どもにプログラミングを習わせるなら、
何歳からがいいでしょうか？

保護者にプログラミングの知識がありませんが、
子どもだけでもできますか？

「WeDo 2.0 for home」は、パソコンが必要
ですか？

興味を持ったタイミングでスタートされるのがベストです。
レゴ® ブロックキットは、細かいパーツを使用するので、推奨年齢としては、

 。すまりおてしと上以歳01は」emoh rof 3VE「、上以歳5は」emoh rof 0.2 oDeW「

スキテもでけだ様子お、は」emoh rof 0.2 oDeW「 。いは
トに沿って進めていただける内容になっています。
ソフトウェアのダウンロードなどは、保護者の方のサポートが必要になり
ますが、ダウンロード手順に沿って進めていただければ安心です。
またご使用中に困ったことがあれば、カスタマーデライトセンターまでお
問い合わせください。

使を」アェウトフソ0.2 oDeW「、はで」emoh rof 0.2 oDeW「
うためBluetooth対応のパソコンかタブレットが必要です。
スマートフォンでは、ご使用いただけません。
「WeDo 2.0ソフトウェア」の動作環境につきましては、以下をご参照ください。
https://afrel.co.jp/product/wedo2.0-introduction#WeDosystem

Q

Q

Q

A

A

A
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子どものやる気が続くか不安です。

プログラミング教室に通わないで、
家庭だけでも大丈夫？

困ったり、迷ったりしたら？

知育玩具の１つとして考えてはいかがでしょうか？
親としては、ちゃんと学習してほしい！と思う方もいらっしゃるかもしれ
ませんが、楽しく遊びながらが一番の望みではないでしょうか？
遊ばなくなったらまた遊びだす、ということが知育玩具等でもありますの
で、焦らずに楽しんでいただければと思います。また、レゴ® ブロックを
お持ちでしたらそれらを付け足して、オリジナルのロボットが作れますの
で、アイデアは無限大です。

家庭学習だからこそのメリットもあります。
意の」！いたりやとっも「、きでがとこるめ進てせわ合にスーペの様子お

欲を大切にできます。

カスタマーデライトセンターまで、お気軽にお問い合わせ
ください。 
経験豊富なスタッフが一つひとつ丁寧にお応えします。
カスタマーデライトセンター：info@afrel.co.jp

Q

Q

Q

A

A

A
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レゴ®WeDo 2.0学習を始める子どもたちへ
開発者からのメッセージ

WeDo 2.0 のブロックを使ってモデルを作り、ソフ
トウェアでプログラミングをして、問題の新しい解
決策を考えてみましょう！失敗を恐れず試してみる
ことが何より肝心です。皆さんのアイデアが世界を
変えることになるかもしれません！

レゴ ® WeDo 2.0 マーケティング責任者

ブロックで何かを組み立てたり、新しいプログラム
をつくったりする度に、皆さんの様々な可能性が開
かれていきます。ぜひたくさん触ってくださいね！

レゴ ® WeDo 2.0 コンセプトデベロッパ

Hanne Hylleberg Ravn

Yannick Dupon

Let's study
together!

レゴ® WeDo 2.0 for home by アフレル

レゴ® WeDo2.0 for home by アフレルで
１年間学んだ場合のランニングコスト

1カ月＝2,900円
［34,800円 (本体価格）÷ 12カ月で算出］

使うほどに実感！ コストパフォーマンスの良さ
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レゴ® WeDo 2.0 for home by アフレル

レゴ® WeDo2.0 for home by アフレルで
１年間学んだ場合のランニングコスト

1カ月＝2,900円
［34,800円 (本体価格）÷ 12カ月で算出］

型番：WED03-NFH 34,800円（税込 38,280円）

使うほどに実感！ コストパフォーマンスの良さ

●レゴ ® WeDo 2.0 基本セット
●WeDo 2.0 for home by アフレルサポートガイド
●WeDo 2.0 for home by アフレル①号（マイロ）
●宇宙探査シート
●WeDo 2.0 for home by アフレル②号（しゃくとりくん）
●お花ばたけシート
●WeDo 2.0 for home by アフレル③号（ざうるすさん）
●じゅらしっくシート

●WeDo 2.0 for home by アフレル④号（あひるちゃん）
●はす池シート
●WeDo 2.0 for home by アフレル⑤号（うさぎさん）
●はらっぱシート
●WeDo 2.0 for home by アフレル⑥号（はらぺこクマちゃん）
●森のお店屋さんシート
●すてっぷファイル
●すてっぷシール

セット内容

ワークブック

6冊
ワーク
シート

6種類

やる気UP
シールなど

２つ

保護者向け
ガイド

１冊
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