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お申込みはＷｅｂページから
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情報社会で活躍できる青少年の育成× ＴｅｃｈＪｏｙＬａｂｏ 検  索TechJoyLaboTJ「スキ」と「マナビ」がつながる場所

入会金・教材費など入会金・教材費など 少人数制 ＋
 授業形式

少人数制 ＋
 授業形式

中学３年生まで
ステップアップ
中学３年生まで
ステップアップ

ロボコンで
成果を披露
ロボコンで
成果を披露

０円０円
ロボット・パソコン無料貸出ロボット・パソコン無料貸出

目が行き届く少人数制
クラスで学習をサポート。
授業形式で毎回新しい
ことにチャレンジします。

目が行き届く少人数制
クラスで学習をサポート。
授業形式で毎回新しい
ことにチャレンジします。

初めは半年ごとにクラス
アップ。高学年は制御技
術、中学生はプログラミ
ング言語を学習します。

初めは半年ごとにクラス
アップ。高学年は制御技
術、中学生はプログラミ
ング言語を学習します。

学習の先にはロボコンも。
同じ年代の子どもと競っ
たり、目標設定にも最適
で学習成果を披露します。

学習の先にはロボコンも。
同じ年代の子どもと競っ
たり、目標設定にも最適
で学習成果を披露します。

 先着４名 先着４名定員 月４,５００円月４,５００円料金
 第１・３ 第１・３土曜クラス１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０

木曜クラス１６：００～１７：１５１６：００～１７：１５

小さなロボで色んなはたらく車をつくろう小さなロボで色んなはたらく車をつくろう

ミニロボコースミニロボコース
小学１～２年生小学１～２年生

 先着６名 先着６名定員 月７,５００円月７,５００円料金
 第１～３ 第１～３日曜クラス１４：００～１６：００１４：００～１６：００

木曜クラス１７：４５～１９：３０１７：４５～１９：３０

多彩なロボットづくりや制御にチャレンジ多彩なロボットづくりや制御にチャレンジ

レゴロボコースレゴロボコース
小学３～５年生小学３～５年生スターター ６ヵ月６ヵ月 スターター ６ヵ月６ヵ月

工具を使わず安全な各種ブロックパーツを組み合わせ、様々
な仕組みのロボットづくりにチャレンジします。

Ｒｏｂｏｔ つくって学ぶ

専門アプリでプログラミング。ロボットを動かして結果を見
て確かめながら多彩な制御プログラムを組んでいきます。

Ｐｒｏｇｒａｍ 動かして学ぶ

課題は遊び感覚で楽しく取り組めるので、何度もトライ＆エ
ラーをくり返しながら学ぶことができます。

Ｅｘｅｒｃｉｓｅ 遊ぶように学ぶ

専門アプリでプログラミング。ロボットを
動かして結果を見て確かめながら多彩な
制御に挑戦します。

専門アプリでプログラミング。ロボットを
動かして結果を見て確かめながら多彩な
制御に挑戦します。

Ｐｒｏｇｒａｍ 動かして学ぶ
遊ぶように学ぶ

課題は遊び感覚で楽しく取り組めるため、
何度もトライ＆エラーをくり返しながら学ぶ
ことができます。

課題は遊び感覚で楽しく取り組めるため、
何度もトライ＆エラーをくり返しながら学ぶ
ことができます。

Ｅｘｅｒｃｉｓｅ

工具を使わず安全なブロックパーツを
組み合わせ、様々な仕組みのロボット
づくりをします。

工具を使わず安全なブロックパーツを
組み合わせ、様々な仕組みのロボット
づくりをします。

Ｒｏｂｏｔ つくって学ぶ

専門アプリでプログラミング。ロボ
ットを動かして結果を見て確かめ
ながら多彩な制御に挑戦します。

動かして学ぶ
課題は遊び感覚で楽しく取り組め
るため、何度もトライ＆エラーをく
り返しながら学ぶことができます。

遊ぶように学ぶ
工具を使わず安全なブロックパー
ツを組み合わせ、様々な仕組みの
ロボットづくりをします。

つくって学ぶ

子どもの

「スキ」を
「マナビ」

へ変える

子どもの

「スキ」を
「マナビ」

へ変える

これからの教養に

これからの教養にロボロボロボロボ
プログラミングプログラミング

２０２３年４月スタート２０２３年４月スタートつくる× 動かす× 遊ぶで広がる学びつくる× 動かす× 遊ぶで広がる学び



学 習 の 成 果 を 披 露しよう学 習 の 成 果 を 披 露しよう
技術だけでなく、これらの能力が求められます。

・数ヵ月かけて開発し続けていく「やりぬく力」

・課題に適したロボットや規模が大きくなるプログ
　ラムを管理する「構成力」

・細かい調整や様々な失敗の原因を見つける「分析力」

・よりよいやり方を模索する「探求心」

学習の目標になり、学習成果を披露の場でもあります。

ロボコンの学習効果ロボコンにチャレンジ
レゴロボコース修了後は前述の国際ロボコンを目指
してその年の課題に必要な技術を学習していきます。

小学生は論理力向上や制御構造の理解のためブロッ
ク型プログラムを使用し、身近な所でも使用されてい
る技術「比例制御」などを学習します。
また、中学生からは現在人気で注目度も高いプログ
ラミング言語「Python（パイソン)」で学習します。

レゴロボコース アドバンス（土曜午後）
毎年夏や冬に開催されるロボコンを通して、同世代
の生徒と競い合います。そこで難易度の高いロボッ
トづくりや制御プログラムに取り組むことで、技術力
や論理的思考力、問題解決能力の向上を図ります。

世界最大級ロボコンでは地区大会から全国や国際
大会まで開催されており、勝ち抜いたチームは全国
や各国の代表と高レベルで競い合いができます。

低価格のワケ低価格のワケ

Ａ社

11,000 10,000
12,000

7,500
Ｂ社 Ｃ社 ロボ

ロボ

・フランチャイズでない
  （カリキュラムは講師が開発）

・webやチラシも自ら制作
・広告等は一切出さない

他社は別途で
教材費等あり

相場は10,000円前後 ロボロボの特徴

前原 栄輔
子どもプログラミング講師歴
１３年以上

先 生先 生

TechJoyLabo 代表

2009 年より熊本で先駆的に小中学生へのロボット・プログラミ
ング教育を展開し、青少年育成に取り組む。また、これまで国内
最大級ロボコンの審査部門で日本一に輝く小学生を二度輩出。

これからの教養にこれからの教養に

学校での必修化や大学共通テストでも採用の流れに

論理的思考力
物事をもれなく順序立てながら正しくとらえる
ことで思考を整理し、正解を考えていきます。

問題解決能力
答えがない問題でもトライ＆エラーをくり返し
ながら問題点を修正し、解決へ導きます。

ステップアップステップアップ
ミニロボコースミニロボコース

レゴロボコースレゴロボコース

ミニロボからスタートした場合は１年半同じ曜日・時間帯でご参加いただけます

新規コース ６ヵ月１２回６ヵ月１２回  第１・３日曜 １４：００～１５：３０ 第１・３日曜 １４：００～１５：３０
はじめは慣れるところから。基本的な処理を学び、ロボを動かしてまずは楽しみます。

追加コース ６ヵ月１２回６ヵ月１２回  第１・３日曜 １４：００～１５：３０ 第１・３日曜 １４：００～１５：３０
２台使ったロボづくりや通信で動くプログラムなどレベルアップ。できることを広げます。

新規コース ６ヵ月１８回６ヵ月１８回  第１～３日曜 １４：００～１６：００ 第１～３日曜 １４：００～１６：００
各種センサーを使ったロボット制御を学び、主体的に試行錯誤しながら取り組みます。

通年クラブ 年３６回 ＋α年３６回 ＋α  第１～３土曜 １５：００～１７：００ 第１～３土曜 １５：００～１７：００
国際ロボコンなどへのチャレンジを通して、より高度なロボづくりや制御を学びます。

同じ曜日
時間帯

同じ曜日
時間帯

ステップアップステップアップ

小学１-２年生 小学３-５年生 中学３年生まで

ミニロボコースミニロボコース レゴロボコースレゴロボコース

小学２年生からはじめた場合小学２年生からはじめた場合 ミニロボ１２ヵ月 + レゴロボ６ヵ月は同じ曜日・時間帯

初めの1年 + 次の1年はそれぞれ同じ曜日・時間帯

同じ曜日
時間帯

同じ曜日
時間帯

６ヵ月

STEP1STEP1
STEP2STEP2

STEP3STEP3
STEP4STEP4

STEP5STEP5

６ヵ月

６ヵ月
年３６回

小学１-２年生 小学３-５年生 中学３年生まで

６ヵ月
２年生専用

高難易度
ロボコンにも

チャレンジ

ミニロボコースミニロボコース レゴロボコースレゴロボコース

小学１年生からはじめた場合小学１年生からはじめた場合
１年生からはじめた場合はスケジュールが異なります。詳しくはお問い合わせください。

同じ曜日
時間帯

同じ曜日
時間帯

ステップアップステップアップ

スターター
６ヵ月

STEP1STEP1
STEP2STEP2

STEP3STEP3
STEP4STEP4

アドバンスA
６ヵ月

スターター
６ヵ月

アドバンス
年３６回

小学１-２年生 小学３-５年生 中学３年生まで

高難易度
ロボコンにも

チャレンジ

ミニロボコースミニロボコース レゴロボコースレゴロボコース

小学２年生からはじめた場合小学２年生からはじめた場合 ミニロボ１２ヵ月 + レゴロボ６ヵ月は同じ曜日・時間帯

ミニロボ１２ヵ月 + レゴロボ６ヵ月は同じ曜日・時間帯

同じ曜日
時間帯

同じ曜日
時間帯

スターター
６ヵ月

STEP1STEP1
STEP2STEP2

STEP3STEP3
STEP4STEP4

STEP5STEP5

アドバンスA
６ヵ月

スターター
６ヵ月

アドバンス
年３６回

小学１-２年生 小学３-５年生 中学３年生まで

アドバンスB
６ヵ月
２年生専用

高難易度
ロボコンにも

チャレンジ

ミニロボコースミニロボコース レゴロボコースレゴロボコース

小学１年生からはじめた場合小学１年生からはじめた場合

ミニロボ アドバンスＢはアドバンスＡ修了時点で２年生のお子さま専用のコースです

同じ曜日
時間帯

同じ曜日
時間帯

６ヵ月
スターター ６ヵ月

スターター

６ヵ月
アドバンスＡ

高難易度
ロボコンにも

チャレンジ

年３６回

アドバンス

スターター

スターター

アドバンスＡ
アドバンスＢ

アドバンス

STEP1STEP1
STEP2STEP2

STEP3STEP3
STEP4STEP4

つくるロボット＆プログラムつくるロボット＆プログラム

ほかにもいろんなロボットやプログラムにチャレンジします

ミニロボコースミニロボコース レゴロボコースレゴロボコース

スターター

ブルドーザーブルドーザー

クレ ーン車クレ ーン車

フォークリフトフォークリフト

清掃車清掃車

自動ブレーキ自動ブレーキ

ライントレースライントレース

ロボットアームロボットアーム

フォークリフトフォークリフト

ピンポンシューターピンポンシューター

内容は一部変更となる場合があります

アドバンス

アドバンス

スターター

スターター

スターター

スターター

スターター

スターター

全全 20種類20種類 以上以上

＋＋ ＋＋77 77
本体本体 アームアーム センサーセンサー

33
種類種類


