
208627
Code

1+

5 +年齢

Coding Architect

Made in 
Germany
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次の点において、デジタル技術へ
の入門を促します。

・デジタル技術の基本的な理解
・初めてのコード化への取組み
・�コード化された記号を読み取
り、積木の建物として具体化す
ること

知覚認識の側面では次の能力を促
します。

・空間的思考
・空間と位置を認識すること
・創造性
・目と手のコーディネーション

ゲームのコンセプトとデザイン�
ルイーゼ・シュタルケ

次の施設に最適です。

・幼稚園
・未就学児童のための教育施設
・小学校

コーディー、ピクシー、
…そして秘密の建造物。

『わぁ、すごいね！』コーディーが妹ピクシーの肩越しに見ながら感心して言いました。ピクシー
はカラフルな木製ブロックで素敵なお城を作り上げたのです。『でしょう？』得意そうにニヤニヤ
しながら、ピクシーはこう続けます、『コーディーが思ってるより、実はもっともっとクールなの
よ。だって私、これをただ作っただけじゃないの。本物のコードを読み解いて建てたんだから！』
それを聞いてコーディーは目を輝かせます。だって、彼はコードが大好きなんです。

何故って、コードにはいつも秘密が潜んでいるから。そして、その謎は解読されなくてはなりませ
ん。まさにそれをするのがコンピューターの仕事、そのためにあるのがコンピューターのコード、
つまりプログラマーがコンピューターに与えたコマンドなのです。『ほら、見て見て！』そう言っ
てピクシーが兄さんコーディーに示したのは1枚のカード。そこにはブロックのイラストと数字がプ
リントされています。『これが私のお城の建設コード。どのブロックを、どの向きに、そして座標
上に区切られたどの区画に置くのかが、これを見れば分かるのよ。』

『なーるほど。』と答えたコーディーはさらに続けます、『これを一歩一歩、順を追ってこなして
いくと最後にはコーディネートプランの上に素敵な建造物ができあがるんだね。まさにアルゴリズ
ムだ！』『その通り！じゃ、お兄ちゃんもやってみる？』と、ピクシーは声を弾ませます。

コーディーは建設コードをじっくり見て、考え込んでいます。 

そこには６つのブロックのイラスト、そしてその横にトルコブルーとトウモロコシ色で数字がプリ
ントされています。そこでコーディネートプランに目をやると、ここにもやはりトルコブルーとト
ウモロコシ色で数字が印刷されています。トルコブルーの数字は横軸（左から右へ数を増しなが
ら）、トウモロコシ色の数字は縦軸（上から下へ数を増しながら）をなしています。�

『そうか、分かった！』と、コーディーが言います。『ピクシーの使ったコードは、コンピュータ
ーで使われるような複雑なテキストのコマンドとここが違うんだ！カラフルなブロックのイラスト
と数字でできている。建設に必要なブロックがイラストで示され、ブロックの横の数字は、コーデ
ィネートプラン上のどこにどの積木を置けばいいかを指定しているんだ。これがつまり設計図なん
だ。』『さすがコーディー、頭がいいね！』とコーディーの観察眼を褒めるピクシー、『じゃあ、
さっそく建築スタート！』とコーディーを積木の作業に促します。

コーディーピクシー

作動中のコンピューターは、アルゴリズムと呼ばれる、予め決められた一歩一歩の操作手順を追
っているんだよ。課題を完成させるまで、1つ1つ順を追ってこなしていくんだ。そのために、プ
ログラマーがコードという形にして与えた指示を厳密にこなしているのさ。
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日に日にデジタル化の進む私たちの社会：子どもたちがデジタルメディアと初めて接する年齢
も、どんどん低くなっています。つまり現代の子どもたちは、かつてなかったテクノロジーに否
が応でも幼少期から対面せざるをえません。生まれたときから、身の回りの世界はすでにデジタ
ル化の進んだ社会。当たり前のように、最新のテクノロジーと身近に接しながら育っていくのが
今の子どもたちです。他方、コンピューターというメディアを操る上でバックグラウンドとなる
知識や、そのための深い理解を欠いているのも現実です。�そんな知識を子どもたちに得てもらう
のが、本シリーズ『デジタルスターター』の意図するところです。初めから実践しつつ学ぶとい
うコンセプトに基づき、遊びの中で学びが得られます。実践経験によって、デジタルの世界へ踏
み入れる最初のステップとアクセスを容易にしています。また、子どもたちが手にする教材は高
品質なドイツ製を誇り、遊びのアイデアは分かりやすくできています。子どもたちはあらゆる感
覚を通じ、アナログ操作、アナログ体験を経ながら、『コンピューターがどのように機能してい
るか』についての基本知識に一歩一歩近づいていきます。

デジタルスターターCording�Architektでは、座標軸を元に36の区画に分割されたボード、31個の
木製ブロック、30の見本パターンを使用します。見本パターンの裏面は、子どもが自分でできる
正誤チェック機能になっています。コード化、つまりプログラミングとは、どういうことでしょ
う？それは、コードを用いてコンピューターにコマンドを出し、コンピューターがそれを1つ1つ
確実にこなして次のコマンドへと進んでいくようにすることです。このことを子どもたちに理解
させるのが、これらの教材を用いた作業です。�コンピューターのことならなんでもお任せ！そん
な頼もしいコーディーとその妹ピクシー。この二人の仲間といっしょに、子どもたちは自分たち
自身がコンピューターの役割になって遊びます。コーディーがカードで示す指示に従い、1つ1つ
積木を置いていくのが子どもたちの課題。こうしてだんだんと、コード化された設計図をもと
に、秘密の建物を完成させていきます。�ここでは、複雑な文章によるコードのプログラミング用
語は使われません。それに代わって、置くべき積木がイラストで、そして置くべき位置が座標に
よる区画で表されます。次のステップでは、子どもたち自身が創造性豊かでコーディングにも優
れた建築家です。ファンタジーいっぱいの建造物をデザインし、設計図をコード化します。さら
に、お友達にそのコードを解読させ、設計図から実際に積木の建物を作ってもらいましょう。

セット内容：
・�木製ブロック31（要塞型の屋根２、アーチ型の屋根2、尖塔型の屋根2、塔2、門2、階段3、�
8色の建物ブロック18）
・36の区画に分かれたボード（コーディネートプラン）
・見本パターンのカード《設計図》30枚（9x13㎝、3段階の各難易度に10枚ずつ。）
・コーディングカード179（積木のカード、座標区画のカード）
・トレー1
・ポリ袋10枚
・遊び方説明書1 

みんな、この二人知ってる？ピクシーとコーディーの双子の兄妹だよ。『双子にしては全然似て
ないね。』って？その通り、見かけだけじゃなくて性格も正反対。好奇心たっぷりでおちゃめな
なピクシー、落ち着いて何でもよく考えてから行動するコーディー。だけど二人には共通点が一

つ：二人ともコンピューターにすっごく詳しいんだ。ピクシー
は、コンピューターで何でもかんでも試してみたがり屋さ
ん。コーディーはそれとは対照的に、コンピューターがいか
に機能しているかをとことん知りたいタイプだから、ああで
もないこうでもないと工夫しながら、プログラミングに時間
をかけて飽きることを知らないエキスパート。君、もしか
してプログラミングなんて聞いて難しそう…って思って
る？そもそもコンピューターにどうしてこんなに色々な
ことができるのか全然分かんない…って？そんなのぜー
んぜん気にしないで！コーディーとピクシーだって初めは
そうだったんだよ。そんな二人がみんなに一つずつ説明し
てくれるから、もうちっとも難しくなんてないさ！

コーディング・建築物
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コードを読み取り、その指示を実行する。

プレイヤー：�1人から�
所要時間：約15分�
使用するもの：ブロック全て、コーディネートプラン

コードとコーディネートプランを使って、コーディーが仕事にとりかかります。一列ずつコードを
読み解き、ブロックを指定された方向に向けてコードが指定する区画に乗せていくのです。さあ、
みんなもコーディーに手を貸してあげることができるかな？

難易度：低�� 緑色で縁どられた入門者向けコードのカードを使用します。�
ここでは最高6つまでのブロックを使い、ブロックの向きに注意しながら指定の位置に正しく置いて
いきます。そうして塔、橋、家々などを組合わせていきます。全体の構造はこみいっておらず、分
かりやすいものです。カード裏面のチェック機能による正誤判断も簡単です。

難易度：中� 黄色い縁取りのコードのカードを使った中級レベル�
ここでは各カードにつき10個までのブロックを使います。ブロックの数が増えるだけではなく、ブ
ロックを重ねて置くという指示もあるため、課題の難易度は高くなります。完成する全体構造はよ
り高度な要求を満たしたものとなりアートに近づきます。カード裏面のチェック機能も、注意深く
観察しながら使わなくてはなりません。

難易度：高� 赤い縁取りのコードカードを使い、コーディング・エキスパートを目指します。�
ここでは各カードごとに使用するブロックの数が11から20に及びます。ブロックを置くための指示
は長くなります。また、多いときには5つのブロックを積重ねることもあり、操作においても高い集
中力が問われます。完成する全体構造は村、要塞、城などの精巧な作りになります。カード裏面の
チェック機能を使用する際にも、厳密に見る力、操作の手順を正しく追う力が必要となります。

コードは次のようにして読み取ります：
・�各コードの指示は一番上の段から下の段へと、そしてそれぞれの段は左から右の順序で読み取
り、操作していかなくてはなりません。つまり、カードの左上端のイラストがが最初に使うブロ
ックです。またコーディネートプランは、座標の縦軸、横軸の数字の向きに従って、正しい方向
に置いてください。
・�ブロックを全て手元に用意しておきます。プレイヤーはコードのカードを1枚選んで、正誤チェッ
ク機能の面を下にして手元に置きます。
・�ここまで準備ができたら、プレイヤーはコードを順々に読み取りその指示に従います。ブロック
を順々に、ボードの上のコードが指定する区画に置いていきましょう。

トルコブルーの数字の1から6は、座標のX軸つまり横軸の左から右、トウモロコシ色の数字はY軸つ
まり縦軸の上から下へと数を増す順に配置されています。これら2色の数字の組合せによって、縦軸
と横軸の交差する箇所を見つければ、ボード上の特定の区画が得られます。ここにイラストのブロ
ックを置きましょう。

・�重要：見つけた区画にすでにブロックが置かれていたら、新しいブロックはその上に積重ねます。
・�カードのコードが指示する操作を全部終えたら、プレイヤーはカードを裏返します。そして、そこ
に描かれた正解見本と、自分の作った積木の建物を比べます。

ゲームアイデア１

必ず簡単なコードから始めて、難易度をゆっくり上げていこうね。そうすれば君ももうすぐコ
ーディング技術に優れた建築家の1人になれること間違いなし！

イラストのブロックの色と形、そして方向をよく見て、座標軸の数字で指定された区画に置こ
う！

ピクシー

コーディー
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座標って何？という質問に答えよう。何かのある位置、または何かを置くべき位置を示してく
れるのが座標。コードのカードには、ブロックに並んで2つの数字が書かれているね。1つはト
ルコブルー、もう1つはトウモロコシ色の数字だ。じゃあ今度は、座標のボードを見てごらん。
ここにもやっぱり同じ色で数字が書かれているよ。トルコブルーの数字はボードの上下の端、
そしてトウモロコシ色の数字は左右の端、見つかった？そこで今度はコードを１つ例に取って
みよう� ��������。このコードから読み取れるのは『トルコブルーの５の列を探せ、そしてトウ
モロコシ色の２の列を探せ。』という指示なんだ。この指示に従って、２つの列を追ってみよ
う。慣れないうちは両手の人差し指で列をなぞっていくといいよ。左右の人差し指はどこで出
会うかな？そう、上から2番目の段の５つ目の区画だ。これで、イラストのブロックを置く位置
が分かったね。

このゲームでは、プレイヤーの1人が建築家、しかもコーディンクのエキスパートさ。この役の
プレイヤーはブロックを使って自分の建造物をデザインし、それをコード化する。するともう
１人のプレイヤーがコンピューター役になって、コードを読み取り、建物を作っていくんだ。
さあ、僕もこれから建物を考案してコード化してみよう。コンピューター役は妹のピクシー。
果たしてピクシーは、僕のアイデア通りの建造物を再現することができるかな？
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自分のコードを作ってみる
プレイヤー：	 2人. 
所要時間：	 約20分��
使用するもの：�� �ブロック全て、ボード（コーディネートプラン）、トレー、コーディングカード

（積木カード、座標カード）全て、ポリ袋

ゲームアイデア２
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...

例：

コーディーのコード化した設計図を元に自分で作った建造物を眺めて、ピクシーは
大満足です。出来上がったのは小さなお城、階段やブロックがそれを取巻くように
並んでいます。『なかなかの難題だったわね、ブロックが３つ積み重なったりして
てさ！』ピクシーがこう言うと、コーディーもまんざらでもない顔で答えます。『確
かにね。でもきっとできるって、僕信じてたよ。コンピューター並みのピクシーだもん
ね！』『わぁ、ありがとう。そう言うお兄ちゃんこそ、優秀なプログラマーだね。正真正銘のコー
ディングアーキテクト！もしもどこかでコード化を間違っていたら、全然違う建物になってたはず
だもん。』『魔女の住んでるゆがんだ家だったりしてさ！』とコーディーが言うと、ピクシーも笑
って答えます。『そう言われると、急に外で遊びたくなっちゃった。ねぇ、コーディー、お外に行
って小さな小屋を作ろうよ！』

初めてこのルールを試す前に、コーディングカードを分類し、分かりやすく配列させておくことを
お勧めします。まずブロックのカードと座標カードを分けましょう。座標カードはトルコブルーの
数字を分類の基準とし、トルコブルーの１のカードをトウモロコシ色の数字の順に配列します。
：1,1-�1,2�-�1,3�-�1,4�-1,5�-�1,6
そしてトルコブルーの２以降のカードについても同じ様に整理して、それぞれ前列のカードの下に
並べていきます。:�2,1-2,2�…

この準備は必須ではありませんが、こうして整理しておくと必要なカードをスムーズに見つけるこ
とができます。
また、ゲーム終了後、これらのカードを列ごとにポリ袋に分けて保管しておくと、２回目以降手早
くカードが整理して、見つけやすく置くことができます。

 ステップ１ 
コーディングにチャレンジするプレイヤーは建築家です。まず、ボードの上に自分の好きな建造物
を作ります。最初のステップでは、使用するブロックの数が少なく簡単な建物を作りましょう。

 ステップ２�
ブロックの建物ができあがったら、そのプレイヤーはトレイを手に取り、横長にして手元に置きま
す。ブロックカードも手元に準備され、座標カードは配列されていることとします。（上記アイデ
ア）

 ステップ３ 
いよいよコーディングを始めます。コーディングはトレイにブロックカードと座標カードを順々に
乗せていくという作業によって行います。次の順序に従いましょう。まず、トレイの左上の端から
始めます。コードを読み取って建物を作る作業で、最初に置かれるはずのブロックのカードを探し
ます。色、形、そしてブロックの方向に注意し、イラストをよく見て探します。ブロックカードを
トレイに置いたら、今度はそのブロックの位置を示す座標カードを見つけて、ブロックカードの右
側に置きます。まずブロックカード、そして座標カードという順序は、コーディング作業中必ず守
って下さい。その後、２つ目、３つ目のブロックについても同じように作業を進めていきます。

重要：いくつもの積木が座標軸上の同じ区画に塔のように積重なっている場合は、一番下の積木か
らコード化します。そして上へ上へと、順番にコード化を進めます。
このようにして、建築家役のプレイヤーは作業を続け、自分の作った建物のブロック全てをコード
化します。最後にトレイ上の余白、つまりカードの置かれていない部分を埋めます。それには残っ
た座標カードの白い面を上にして使います。こうしておくと、トレイ上のカードの位置がずれませ
ん。

 ステップ4
コード化が終わったので、実際の建造物はもうボードから取り払ってしまいます。そして、建築家
役のプレイヤーは、他のプレイヤーにコードの解読を求めます。挑戦を受けたプレイヤーはコンピ
ューターになったつもりで、挑戦者のオリジナルコードを読み解き、建造物を再現します。この作
業が終わったら、コードの指示が正しく操作され、さっきと同じ建造物が出来上がっているか、コ
ーディングをしたプレイヤーがチェックします。そして役割を交代し、ゲームを続けます。



98

Digital learning objectives: 
·  Fundamental understanding 

of digital technology
· Basic coding
·  Transferring digital codes 

into real structures

Cognitive learning  
objectives:
· Spatial thinking
· Spatial perception
· Creativity 
· Hand-eye coordination

Game design
· Luise Starke

Perfect for:
·  Kindergarten
·  Preschool
·  Elementary school

Cody and Pixi 
...and the Secret Structures

Cody looks admiringly over his sister Pixi’s shoulder.  
She has made an amazing castle out of colorful blocks. “That looks brilliant,” he says. 
Pixi grins. “It does, doesn’t it?” she replies. “And it’s even cooler than you think: it‘s 
not just a collection of blocks, I’ve built it using a proper code.” Cody’s face lights up. 
He loves codes!

A code is always a secret. It has to be deciphered – and that’s exactly what a compu-
ter does. For a computer, codes are commands that a programmer has specified and 
that the computer follows.

“Look”, says Pixi. She shows her brother a card depicting blocks and numbers. “This is 
the code for my structure. You can see exactly which block you have to put in which 
coordinates field, and its precise angle.” 

“Oh, I see,” says Cody. “And just like an algorithm, when you build one step at a time, 
you end up with an amazing structure on the coordinates diaagram.”

“Exactly,” says Pixi. “Do you want to have a go?”

Cody looks thoughtfully at the place codes. 

There are 6 blocks, with turquoise and yellow numbers next to each of them. He looks 
at the coordinates map, which also has turquoise and yellow numbers! One set of 
numbers is horizontal (left to right) and the other is vertical (top to bottom).

“Now I understand!” he shouts. “Your codes are not made up of complicated text 
commands like on a computer, but rather color-coded images of the blocks you need 
to make the structure. And the numbers tell you which block to place on which field 
on the coordinates map. It‘s a proper blueprint!”

“You‘re sharp, that’s exactly what it is,” says Pixi, admiringly. “Well, let’s get going, 
then!”

Coding Architect

CodyPixi

When computers work, they follows algorithms, i.e. programmed sequences of indivi-
dual steps. They process one step at a time until they have completed their task. To do 
this, they follow the commands in a set of instructions given to them by a pro-
grammer in the form of a code. Cody
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The world is becoming increasingly digital; children come into contact with digital 
media at an increasingly early age and this presents them with new challenges. They 
may grow up as "digital natives", but many of them lack the basic understanding and 
knowledge of how computers work.

The Digital Starter range teaches children this knowledge through play, based on the 
principle of “learning by doing”. Practical experience makes it easier for them for learn. 
Using high-quality materials and accessible games that use many of their senses, 
children are introduced step-by-step to fundamental computer processes. 

In “Digital Starter – Coding Architect”, by playing with a tablet with 36 coordinates 
fields, 31 wooden blocks, and 30 template cards with the solution on the back, 
children learn that coding / programming means giving a computer commands using 
a code which the computer then carries out and processes step-by-step. Together 
with computer experts Cody and his sister Pixi, children play a game in which they 
assume the role of the computer: They follow the code’s commands listed on the 
cards, building the secret structures step-by-step using the coded blueprints! 
However, this programming language is not comprised of complicated text 
commands, but of blocks to be placed using the illustrations, and the coordinates of 
the fields on which they are placed. In the next stage, players can become Coding 
Architects, designing amazing buildings and describing them using coded blueprints 
which their friends can then decode and re-construct. 

Contents:
·   31 wooden blocks (2 crenellated roof sections, 2 rainbow roofs, 2 conical roofs,  

2 cylinders / towers, 2 door sections, 3 stair sections, 18 building cubes in 8 colors)
· 1 Game board with 36 coordinates fields (“coordinates map”)
· 30 template cards “Place Codes” (9 x13 cm, 10 of each in 3 difficulty levels)
· 179 coding cards (block and coordinates cards)
· 1 tablet 
· 10 plastic bags
· 1 set of instructions 

Do you know Pixi and Cody? They are brother and sister, twins in fact, but they 
are not at all similar! Pixi is cheeky and curious. Cody prefers to go slowly and 
think things through. They do have one thing in common, though: they are both 

really good with computers. Pixi wants to find out 
everything that a computer can do, whereas Cody 
wants to understand exactly how it works and 
spends ages fiddling about with computer pro-
grams. Does that sound complicated to you? Do 

you not know very much about how a compu-
ter works? Don’t worry, Cody and Pixi were 
exactly the same. They will explain it all to 
you, step by step, and it will all become clear!
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Read and execute codes 
Players:  1+
Length of the game: approx. 15 min. 
You will need:   all the blocks, coordinates map

Using the place codes and the coordinates map, Cody sets to work: Row by row, he 
deciphers the code and puts the blocks in the correct orientation and in the specified 
place. Would you like to help him?

Low difficulty level – place code with green edge for coding beginners 
This uses a maximum of 6 blocks, with no towers, bridges, or houses. The structures to 
be completed are straightforward and easy to build. The solution on the back is easy 
to follow. 

Medium difficulty level – place code with yellow edge for advanced coders 
This uses 10 blocks for each template. The commands are more difficult, as several 
blocks have to be put on top of each other. The structures to be completed are more 
challenging, aesthetically interesting buildings. The solution on the back has to be 
followed carefully.

High difficulty level – place code with red edge for coding experts 
This uses 11-21 blocks for each template. The commands are long and require lots of 
concentration, as up to 5 blocks have to be put on top of each other. The structures to 
be completed are intricate villages, houses, and castles. The solution on the back has 
to be followed very carefully and each step precisely reproduced.

This is how to decipher the code: 
·  The commands for each code have to be followed line by line, starting at the top 

and working from left to right.. You start, therefore, with the block in the top left. 
The coordinates map is laid out so that the coordinates are the right way round.

·  All of the blocks are ready to use. The player chooses a place code and puts it in 
front of them with the solution side facing down. 

·  The player then follows the code step by step, i.e. they place each block in turn on 
the specified fields on the coordinates map.

·  The turquoise numbers 1-6 correspond to the coordinates on the x-axis, i.e. 
horizontally from left to right, and the yellow numbers to those on the y-axis, i.e. 
vertically from top to bottom. Two of these coordinates together mark a specific 
field on the board where the row and line meet. That spot is where you need to 
place the block.

·  Important: If there is already a block on the field, simply place the new block on top 
of it.

·  When the player has deciphered the whole code and carried out the secret blueprint, 
they can turn the template over. The player then compare the structure they have 
built with the image.

Game idea 1

It is important to start with the simple codes, and gradually move on to  
the more difficult ones. This will help you to become true Coding Architect experts! 

Look carefully at the shape, color, and orientation of the block in the picture  
and put your block on the field specified by the coordinates.

Pixi
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Cody
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What are coordinates? Coordinates describe where something is or where somet-
hing should be placed. Behind each block shown on the place codes, you can see 
two numbers. One is turquoise and the other is yellow. Now look closely at the coor-
dinates map. You will see these exact numbers: the turquoise ones going along the 
edge from top to bottom, and the yellow ones going from left to right. For example,  
this place code means              : Look for the row with the turquoise 5. Then, look 
for the row with the yellow 2. Follow both rows; initially, you may like to use your 
fingers to do this. Your fingers will meet on a specific field –  the fifth field in the 
second line. This is the field where you need to place the block.

In this game, one player is the Coding Architect: they think of a structure, and the 
code to make it. Another player then takes on the role of the computer: they deci-
pher the code and build the Coding Architect‘s structure. I am now thinking of a 
structure and its code for Pixi – let’s see whether she manages to build it! 
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Create your own place codes
Players:  2
Length of the game: approx. 20 min. 
You will need:    all of the blocks, coordinates map, tablet, all coding cards  

(block and coordinates cards), plastic bags

Game idea 2
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...

Example:

Pixi looks happily at the structure that she has built using Cody’s place 
code. It‘s a little castle, surrounded by blocks and stairs! 

“That was quite difficult,” she says. “Three blocks on top of each other!” 
Code grins. “True, but I knew you could do it, just like a computer!” “Aw, 
thank you,” replies Pixi. “And you‘re a good programmer. A real Coding Architect! If 
you had accidentally built an error into the code, it would have made a totally diffe-
rent building.” “Probably a crooked witch‘s cottage!” laughs Cody. Pixi laughs too, and 
says: “I’d really like to go outside after all that work. Come on Cody, let‘s see if we 
can build a den outside!”

Before the first game, sort the coding cards and set them out in a grid so that all 
players can see them. Separate the structure cards from the coordinates cards. The 
best way to sort the coordinates cards is in order of the turquoise numbers, so the 
rows are set out like this:  
1,1 – 1,2 – 1,3 – 1,4 – 1,5 – 1,6;  
then beneath it: 2,1 – 2, 2 – etc. 

This isn't compulsory but it does make it easier to find the coordinates card you're 
looking for.

When the game has ended, put each row in one of the 10 plastic bags. This will make 
it quicker to set out a grid of cards next time.

 Step 1 
The Coding Architect designs a structure on the coordinates map. 
It is a good idea to start with just a few blocks and simple buildings. 

 Step 2 
When the structure is finished, the Coding Architect picks up the tablet.  
They put it in landscape format in front of them. The block cards are ready, and the 
coordinates cards are set out in a grid. (see recommendation above).

 Step 3 
It's now time to create the code. Starting from the top left, place a block card on the 
tablet – the card showing the block that needs to be put down first. Make sure that 
the shape, color, and orientation of the block card is correct! Place the coordinates 
card behind the block card, showing the spot on the coordinates map where the 
corresponding block is. 
It is really important to follow this sequence exactly – block card first, then the 
coordinates card next to it. After setting out this first code for the first block, then 
move on to the second block etc.

Important! Blocks in the bottom row of the board must be coded before being 
placed! When putting blocks on top of each other to build towers, for example, this 
code sequence is continued layer by layer from bottom to top.

The Coding Architect continues like this until the code for the structure is complete. 
The player then places the white coordinates cards face down on the empty spaces on 
the tablet until the board is completely full, so that the code doesn't move around.

 Step 4
The Coding Architect dismantles their structure and asks another player to crack the 
code! That player takes the tablet showing the code.

They take on the role of the computer and try to recreate the structure using the code 
that the first player has written. At the end, the first player checks whether 
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WARNING! 
Not suitable for children under 3 years.  
Choking hazard due to small parts! Danger of suffocation!

Please keep all the information. 
- ce

警告！�3歳未満のお子様には適していません。��
小さな部品が喉に詰まる危険があります！�窒息の危険！
全ての情報を正しく保管してください。�


