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キッズ 年長児～小１
ビギナー低学年～
ミドル 高学年･継続生

キッズクラス
ビギナークラス
写真提供：ペイレスイメージズ

ミドルクラス
〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町31-1-2 WITHビル2F
TEL：086-255-5400
FAX：086-255-5402 （24ｈ対応）
URL：http://www.sola-e.net
e-mail:info@sola-e.net

◎ロボット教室の特徴
創造力・応用力・思考力・問題解決能力
昨今の教育成果の問題点としてよくあげられるのが、上記の能力
の育成不足です。
これらの能力向上をはかるためには、小中学生のあいだから対策を
講ずる必要があると常々思っておりました。
そんな中、自ら考え・何度も試行するロボット制御学に出会った私は、
ロボットの制作を通じてこそ、これらの能力が育っていくと確信いたし
ました。
そして、試行錯誤を重ねて開発した教育プログラムが、エイジ＆ソン
ロボット教室です。
朝日塾宙SOLA 塾長 小島達也

★初めてでもロボットを体感できる５つの特徴

ロボット・キット

１

世界標準の「教育用レゴマインドストームNXT」を
用いた組み立てやすいとロボットとキット

２
３

年齢、習熟度に合わせたコース設定で
「初めてでも大丈夫かなぁ？」
「もっと、もっとロボットを極めたい！！」
そんな気持ちに答えます

テキスト
明解な写真と数字表記による 分かりやすいテキスト

４
５

コース

２つのステップ
形作り と プログラム にわけた 丁寧な 解説

ロボノート
授業内容の記録が残るロボノート

■ 講 座 コ ー ス 案 内
■キッズクラス
推奨学年 ： 年長児 小学１年生/ 定員 ： １０名（最低開講人数５名）/授業時間:５０分
コース
： ①毎週木曜コース ②隔週木曜コース
内容
： 簡単なレゴの組み立てからはじめます。昔ながらのおもちゃや動く
機構をレゴでつくります。モノが動く仕組みへの関心を育てます。
また、組み立ての中で集中力・空間把握力を養います
サンプル
カタカタスワン

けまりロボ

トントンずもう

白鳥が坂道を歩くぞ
白鳥だけに
優雅な姿？！

モーターだけで
動くロボット
ボールをけって
あそぼう！

レゴで力士をつくって、
すもうで勝負だ

■ビギナークラス
推奨学年 ： 低学年向け （小学生以上、新規の方にお薦め）
定員
： １０名（最低開講人数５名） / 授業時間 : ５０分
コース
： ①毎週木曜 4回で1つのロボを組み立て、プログラミングします
②隔週木曜 2回で1つのロボを組み立て、プログラミングします
実施内容 ： ステップ１： ロボットの組み立て＆基礎プログラム
ステップ２：応用プログラム
サンプル
ワイパーボット

ビッグフット

ライントレーサ

机から落ちないように
走り回って、自分以外
の机の上のモノを落と
していくぞ

ボタンでコントロール
足だけに特化ロボット

黒い線をたどって
進むロボット 君の
後ろもついて歩く？！

■ミドルクラス
推奨学年 ： 高学年・継続生向け（ビギナークラスからの継続生にお薦め）
定員
： １０名（最低開講人数５名） / 授業時間 ： ５０分
実施日程 ： ①毎週木曜 4回で1つのロボを組み立て、プログラミングします
②隔週木曜 2回で1つのロボを組み立て、プログラミングします
実施内容 ： ステップ１：より高度なロボットの組み立て＆基礎プログラム
ステップ２：発展プログラム

サンプル

グラブハンド
カー
見つけたモノをつかん
で持ってきてくれるロ
ボット

ばんけんロボ
物音などに反応して吠
えたり、追いかけたり
未来の番犬ロボ

ボタンコント
ロールロボ
動きをコントロールで
きるロボット、あっちへ
こっちへ Let's go

◆ステップ１・２の説明（キッズクラスは除く）
ステップ１ ロボットの分解から始め、ロボットやキットの仕組み、パーツの使い方を確かめます。つぎに、
テキストに従って、組み立てます。そして、サンプルプログラムによって、ロボットやキットの動きの確認を
行います

ステップ２ プログラムの作成を行います。マウスの使い方、キーボード使い方から、基礎的な
プログラムに入っていきます。プログラムができたら、動きのチェックをします。最後に自分流
のプログラムを作成し、性能を競います。

■スケジュールと受講までの流れ
◎開講時間・年月日
●キッズクラス
■時間：１５：３０－１６：２０
■日程 [ ★ がついた日は毎週コースと隔週コースが行なわれます]（途中参加も大歓迎）
◇2014年 4月期 ★４月１０日・４月１７日・★４月２４日・５月１日
5月期 ★５月８日・５月１５日・★５月２２日・５月２９日
6月期 ★６月５日・６月１２日・★６月１９日・６月２６日
7月期 ★７月３日・７月１０日・★７月１７日・７月２４日
8月期 ★８月７日・８月１４日・★８月２１日・８月２８日
9月期 ★９月４日・９月１１日・★９月１８日・９月２５日
10月期 ★１０月２日・１０月９日・★１０月１６日・１０月２３日
11月期 ★１０月３０日・１１月６日・★１１月１３日・１１月２０日
12月期 ★１１月２７日・１２月４日・★１２月１１日・１２月１８日
◇2015年 1月期 ★１月８日・１月１５日・★１月２２日・１月２９日
2月期 ★２月５日・２月１２日・★２月１９日・２月２６日
3月期 ★３月５日・３月１２日・★３月１９日・３月２６日
※日時が赤の日は講習中の為、時間帯が変更予定です。詳しくは後日お知らせします。

◎ビギナークラス

■ミドルクラス

■時間：１６：４０－１７：３０
■日程 [ ★ がついた日は毎週コースと隔週コースが行なわれます] （途中参加も大歓迎）
◇2014年 4月期 ★４月１０日・４月１７日・★４月２４日・５月１日
5月期 ★５月８日・５月１５日・★５月２２日・５月２９日
6月期 ★６月５日・６月１２日・★６月１９日・６月２６日
7月期 ★７月３日・７月１０日・★７月１７日・７月２４日
8月期 ★８月７日・８月１４日・★８月２１日・８月２８日
9月期 ★９月４日・９月１１日・★９月１８日・９月２５日
10月期 ★１０月２日・１０月９日・★１０月１６日・１０月２３日
11月期 ★１０月３０日・１１月６日・★１１月１３日・１１月２０日
12月期 ★１１月２７日・１２月４日・★１２月１１日・１２月１８日
◇2015年 1月期 ★１月８日・１月１５日・★１月２２日・１月２９日
2月期 ★２月５日・２月１２日・★２月１９日・２月２６日
3月期 ★３月５日・３月１２日・★３月１９日・３月２６日
※日時が赤の日は講習中の為、時間帯が変更予定です。詳しくは後日お知らせします。

■受講までの流れ
体験授業・イベントに参加

申し込み

お子様が集中して取り組む姿を
是非見てください

「つくる楽しみ」・「もっとやりたい」を感じたら

問い合せ・参加申込につきましては
メール・電話・FAXにて受け付けております

申込用紙に必要事項を記入し、持参・郵送・FAXにてお申し込み下さい
途中参加でも丁寧に解説指導していきますので、お気軽にご参加下さい。
問い合せ・参加申込につきましては、メール・電話・FAXにて受け付けております

■ 料 金 ・ そ の 他 の 案 内
■授業料

・内部生とは、2講座以上朝日塾宙SOLAで受講している生徒です

キッズクラス

授業料/月
税込

ビギナークラス

ミドルクラス

毎週コース
５０分授業
×４回

隔週コース
５０分授業
×２コマ×２
回

毎週コース
５０分授業
×４回

隔週コース
５０分授業
×２コマ×２
回

毎週コース
５０分授業
×４回

隔週コース
５０分授業
×２コマ×２
回

￥ ７，５６０

￥ ７，５６０

￥ ９，４５０

￥ ９，４５０

￥ ９，４５０

￥ ９，４５０

入塾金/税込
継続性・内部生
を除く

￥ ２１，６００

￥ ２１，６００

■映像配信
サンプル映像でどんなロボットやキットを作るのか、を
見たい方は YouTube で「朝日塾宙」または「エイジ＆ソ
ン」と検索！！ 朝日塾宙SOLAのHPのリンクボタンやと
なりのQRコードからもアクセスできます！
NXTをお持ちの方は、組み立てのできるテキスト
(pdf)と、ダウンロードするだけで、すぐに動かせるサンプ
ルプログラム(.rbt)を、購入できる動画配信サイトにアクセ
スして是非サンプルを試してみてください。300円 購入
可能です。朝日塾宙SOLAのHPのリンクボタンやとなりの
QRコードからもアクセスできます！

環境保護の芽も育ちます

朝日塾宙SOLA
のホームページには
Youtubeのチャンネルペー
ジへのリンクボタンがあり
ます。早速クリック！！ま
たはQRコードから
アクセス！！

http://www.sola-e.net/
私たち朝日塾 宙SOLAでは、ロボット教室
での収益の一部で岡山市日中友好協会を
通じ、同協会が洛陽市で展開している『洛
陽小浪底緑化協力事業』を応援しています。

