初 心者大 歓 迎 ！

通いホーダイ のプログラミング 教 室 開 講 ！

日

から活 動 します！
「スクラッチ」
初めての人は、
からスタート！※マスターした人は？ （裏面へ）
部長

部活動がスタートします！新入部員大募集！
部長からのメッセージ
みなさんこんにちは！プログラミング部・部長の「ネコ」です。この度，正式にプログラ
ミング部が承認され，活動を夏休み期間から本格的にスタートすることになりましたので，
ご挨拶をさせていただきます。
最初に，プログラミング部は，
「初心者」かつ「プログラミングを学びたい（学ばせたい）
」
という意思を持つ方を対象にしています。だから，
「既に別の教室でやってまーす！」と
か「他の習い事もあるし，優先順位は低いかな」とか「特に興味ありませーん！」という
方は対象外になりますので，何卒ご了承ください。
。
。
…あ，もちろん，気が変わって『プログラミング部に入部したい』という事でございまし
たら，いつでも入部 OK ですよ〜！
さて，プログラミングの重要性は各メディア等で盛んに紹介されているので，あらためて

説明する必要はないと思いますが，一言だけ若者言葉を使って述べさせてください。
「プログラミングの考え方や最低限のことを知っていないと，マジでダメ。将来の機会損失
が大きいって！早く始めて損なことは 1 つもみあたらないのがプログラミングでーす！」
えっ？新しい部活だから，カリキュラムとか内容が不安？ぜひ，ご安心ください。
そもそも私たちは，今をさかのぼる事 12 年前，プログラミングが今のようにもてはやさ
れる前から水面下で活動を続けてきています。ロボカップ Jr 全国大会で準優勝したり，プ
ログラミン部のトレーニングシステムは全国，
そして海外で導入されています（ホントです）
。
他にもお話したいことはたくさんありますが，残りの文字数も少なくなってきましたので，
私からのご挨拶はこれにて終了とさせて頂きますが，最後に一言。
ただいま新入部員大募集！プログラミング部への入部をお願いいたします！

部活はオンライン
参加も可能です

「台風／大雪／仕事の都合で送迎できな
い」や「ちょっとだけ体調が悪い」など，
部室へ来ることができない場合はオン
ラインでも可能です。詳細につきまし
ては，お気軽にお問い合わせください。

夏休みに仮入部
イベント開催！

夏休みに期間限定で、プログラミング部
の活動を行います。プログラミングに興
味のある方は、ぜひご参加ください！
日程・お申込み方法等の詳細は，
裏面をご覧ください。

新入部員には、イヤホンと
スクラッチの教本をプレゼント！
※部活動で使用します（画像はイメージです）
。

※活動日・部費等の詳細は裏面をご覧ください。

９月からこのような活動を開始します！

部長からのご案内

メインとなる練習は、ミッションをクリアしながらスキルを
身につけていくロールプレイング（RPG）方式で実施！
その他にも様々な練習を実施、
公式大会への出場もします！
詳しくは下記をご覧ください！

● 全ての部員は，入部時に［パソコンの基本的な使い方／

● レベルアップし，十分な力を身につけたと部長が判断し

ファイルの保存／ファイルを開く／タイピングの方法／

たはロボティクスなどの応用練習に進む事ができます（希

デスクトップのしくみ／フォルダの作成／名前の変更／
Zoom の使い方］などのレッスンを受講します。レッスン

内容が習得できた部員から，本格的に活動を開始します。
● スクラッチを使ったことがある方・プログラミングを学

習したことがある方は、部長がレベルを判断し、飛び級
で活動内容を進めます。

ミッションが進んでいくと「検定ミッション」が登場！
見事、クリアすればレベルアップです！

● 部活動は、原則、１人で進めていきますが、部員同士で
の相談や部長・コーチへの質問は随時可能です。

※見習い～天才までの全19レベル！レベルアップごとに、認定証・バッジをプレゼントします。

● 「自主トレ」として、正式な活動日以外に、何回でも部室

プログラミング部の練習内容を YouTubeで公開中です！
ぜひ、ご覧ください！お試し練習もできます。

に来てトレーニングすることが可能です（通いホーダイ）
。
部長・コーチに質問することも可能ですが，カリキュラ

プログラミング部の YouTube チャンネルの QR コードです。まだ
まだ動画本数は少ないですが、これから少しずつ増やしていきます！
各動画の概要欄に、ミッションのプログラム・解答例のサンプルプロ
グラムをダウンロードできるリンク先を載せています。プログラミン
グに興味がある方は、ぜひ、お試しでチャレンジしてください！

基礎練習 その1

基礎練習 その2

プログラミング

タイピング

プログラミング的思考が身につくトレーニングで
どんなプログラミング言語にも対応・理解できる
しっかりとした土台をつくります！
スクラッチのようなビジュアルプログラミング
をなめてかかってはいけません！ for，while，
if，変数，リスト… 本格的なプログラミング言
語を学ぶためのすべての要素と考え方が詰まっ
ています。知識・技術を積み上げていきながら
最高レベル「天才」を目指そう！

天才を目指してね！

部活動開始時のウォーミングアップとして実施！
プログラミングをするならこれはできなきゃ！
「ブラインドタッチ」のスキル習得を目指します！
「えっ？プログラミング教室に行っているのにタ
イピングできないの？」と言われないように（結
構よくある）
，タイピングも実施！地道なトレー
ニングが必要ですが，できるようになってしま
えば，一生もののスキルです。ブラインドタッ
チのスキル習得を目指そう！

タイピングは基本中の基本です！

ムを先に進めることはできません。

※先に進むことができるのは正式な活動日のみです。
※自主トレの席は予約制になります。入部後に予約フォームをご案内します。

応用練習 その2

ロボティクスにも対応

土台が完成したら，次のステージへ！
python，JavaScript，PHP … 目的に応じた
プログラミング言語にチャレンジ！

う～ん，せっかくだからプログラミングで
ロボットを動かしたいんだけど…という希望にも
もちろん対応できます！

土台が完成したら，本格的なプログラ
ミング言語をみても，そのつくりがスッ
とわかるようになっています。自分の
やりたいことに合わせた言語を選択し
てチャレンジしていこう！

プログラミングはロボットやドローン
を動かすために使うこともできます。
土台がある程度完成していて，ロボッ
トに興味がある人は，ロボティクスに
チャレンジしてみてもいいかも！

これはpython

ドローンもできるよ

身で保有されているものをお持ちください。お持ちでな

い場合は、レンタルになります。なお，iPad，アンドロ

イド等のタブレットではスクラッチを正常に動作させる

ことができないため，使用することはできません。予め
ご了承ください。
■注意

お 持 ち い た だ く パ ソ コ ン が Mac，Chromebook な ど

Windows ではない OS を搭載したパソコンの場合，ご自

身でスクラッチ 3.0，zoom の設定（zoom を使ってスク
ラッチのファイルの送受信が可能な設定）を行ってくだ
さい。

※プログラミング部では Windows を推奨しています。

※ご自身のパソコン使用する場合，ハードディスクまたはクラウドに保存して
いただいてもかまいません。
※レンタルの場合は USB メモリをお持ちください。

準備ください。レンタルの場合は、こちらですべて準備

やアプリを使用します。Wi-Fi に接続可能なパソコンをご
いたします。

仮入部イベントへの参加 および入部方法

仮入部イベント

正式入部

仮入部イベントへの参加 および 入部申込 は、右記リンク先から承ります。
リンク先のフォームに必要事項をご入力いただき、ご送信ください。教室に
て受信後、教室からあらためて確認メールを差し上げます。
※仮入部は有料です（2,200 円／2日程）。仮入部後、正式に入部された場合、初期にかかる費用から左記金額を差し引きます。

ログ

各種大会へ参加！
ステップアップのためには外に出ることが必要！
「井の中の蛙大海を知らず」とならないよう，
各種大会へ積極的に参加します！
小学生向けのプログラミングコンテス
トは様々な場所で随時開催されていま
す！プログラミング部では，部員のス
テップアップのために，積極的にチャ
レンジしていきます！

● 部活動はパソコンで行います。使用するパソコンはご自

● 常時インターネット接続を利用して、ファイルの送受信

することも可能です。

ラミング部

プログラミング部 募集要項

実戦

上級者は別メニュー

望制）
。

● 部活動で使用したプログラムはご自宅に持ち帰り，練習

対象

応用練習 その1

た場合，本格的なプログラミング言語のトレーニングま

あれ？

小１〜小６

活動日
日
（A日程）①

9：00 〜 10：20

日
（A日程）②

10：40 〜 12：00

日
（A日程）③

13：00 〜 14：20

日
（A日程）④

14：40 〜 16：00

日
（B日程）①

13：00 〜 14：20

日
（B日程）②

14：40 〜 16：00

定員

入会費

４名

11,000

部費／月

7,150
（複数受講の場合）

教材費／月
（システム利用料含む）

2,200

設備費／月

PCレンタル代／月

1,100

1,100

4,400

既に サイキッズに入会されている方は ０円 です。
・パソコンをお持ちいただく場合，ＰC レンタル代は必要ございません。
・サイキッズの他コースとの複数受講の場合，部費は（複数受講の場合）が適用されます。
・他コースとの複数受講の場合において，参加活動コマが 2 コマ目以上も（複数受講の場合）が適用されます。なお（教材費）（設備費）は活動コマ数に乗算されます。
・プログラミング部のみの参加において，2 コマ以上参加する場合，2 コマ目以上は（複数受講の場合）が適用されます。なお（教材費）（設備費）は活動コマ数に乗算されます。
・コーチ（サポートスタッフ）を増員することで，６名／１クラスで実施する場合があります。
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活動時間

県道５０８号線（内津勝川線）沿い，
大垣共立銀行春日井支店の横です！

サイキッズ

検索

春日井教室

