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コーディー

ピクシー

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させるのが、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う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LegespielCording Pixelでは、座標軸を元に100の区画に分割された大きなサイ
ズのボード、そして18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。これらの教材を使って、子どもたちに次のことを理解しても
らいます。1）デジタル画像は小さな小さな色の区画つまりピクセルが集まって成り立っている。 
2）プログラミングとは、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。さて、ここで子どもたちの
仲間になってくれるのがコーディーとその妹ピクシーです。二人はコンピューターのことなら何で
も知っています。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：カードが
示すコードに従い、1つ1つのピクセルを埋めながら1つの画像を完成させるのです。この操作を通じ
て、子どもたちは画像解像度、プログラムコード、プログラミングにおけるいわゆるループ、そし
てコードの解読について理解を深めていきます。

セット内容：
・ コーディングピクセル100（2,5x2,5x2,5の直方体ブロック）、ブロックの4面は4色に、そして他の

2面は白、黒に彩色されています。
・ブロックを配置するためのボード（30x30㎝）
・コードカード（コード化された見本パターン、9x9㎝）
・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、コンピューターがどんな風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！このコーディーとピク
シーも初めはそうだったんだから。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！

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
・ コードによる画像のデジタ

ル化についての基本的理解
・ コードをみつけ使用するこ

と。

知覚認識の側面では次の能力
を促します。
・集中力
・微細運動
・創造性 

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

コーディーとピクシー
…そしてコーディングピクセルの秘密

『ねえ、これって何だか分かる？』、ピクシーはこう言ってコーディーの顔を見ると、悪戯っぽ
く笑ってこう続けます。『4－2－4。3－4－3。4－2－4。3－4－3。』『ストップ、ストップ！』
とコーディーは遮り、こう答えます。『ええっとね、もしかして電話番号かな？それとも計算問
題？』兄さんのこの答えを聞いて、ピクシーはクスクス笑いながら言いました。『大外れ！正解
は…コード！』『えぇ？すっごーい！』と歓声をあげるコーディー。だったコーディーはコード
が大好きなんです。 それもそのはず、コードにはいつも秘密が潜んでいるからです。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は1つの箱を開け、中から1枚のボードと色と
りどりのサイコロ型をたくさん出して見せます。『ここにあるのが100のコーディングピクセル。
いまはごっちゃごちゃに混ざってて、絵にも何にもなってない。だけど、私の出すコードの指示
に従っていけば、…』最後まで言い終わる前に、ピクシーは四角形のたくさん並んだカードを兄
さんの鼻先に見せびらかして、『そうすれば、正真正銘の奇跡が体験できるはず！』と付け足し
ます。『じゃあ、このブロックがボードの上で、コンピューターのモニター上のピクセルと同じ
働きをするってこと？』兄さんのコーディーももはや好奇心満々。そしてピクシーの声もトーン
が上がります、『その通り！そうやって遊ぶの。でさぁ、私、素敵な絵をもういくつもコード化
したんだよ。どう、コーディー、試してみる？』

ピクセルは、コンピューターの画像中の1つ1つの色の単位のこと。ほら、たーくさんのちっち
ゃな四角形が集まって、コンピューターの画像になっているのを、もう見たことがあるんじゃ
ない？だって、コンピューターって、私たちみたいに色を使って絵を描いたりできないでしょ
う？だからその代りに、ピクセルを集めて絵にするしか方法がないの。つまりピクセルは、1
つの画像の中の一番小さな要素：たーくさんのピクセルが集まって初めて、画像を作りだすこ
とができるの。数少ない大きなピクセルで作られた画像は、何を表しているのか分かんない。
逆にピクセルが小さければ小さい程、そして一つの画像のピクセル数が多ければ多い程、画像
はシャープになるのよ。

だけど、どこにどのピクセルを配置すれば画像が成り立つのか、コンピューターはどうやっ
て、それを知ることができるのかな？実はそこで活躍するのがコード！1つのコードによっ
て、どの色のどのピクセルがどこに位置しなきゃならないかが決められるんだ。言替えれば、
コードとはコンピューターが従うべきコマンドのことなんだよ。

       大切なポイントです、ご留意ください！

本教材では、手に取りやすく、扱いやすいパーツで絵を構成できるように、立方体つまり三次
元の形を画像の構成要素として使用しています。ただし、実際には、ピクセルは画像を成す二
次元の要素です。絵を作りだす点の有無に子どもの注意を向けるようにし、幾何学的な形とピ
クセルを同一視することのないようにご配慮願います。

『これが私のコーディングピクセルのコード。』ピ
クシーが四角形の並んだカードを見せてこう言う
と、コーディーはその四角いマス目を見て考え込み
ます。

コーディーピクシー

アレンジゲーム・コーディングピクセル
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コーディー

コーディー

ピクシー

コードのカードには四角いマス目が10段縦に並んでいます。
そして、ボードに目をやると、これも縦10段に分かれています。

『なーるほど、分かった！』と、コーディーが声を上げます。『ピクシーのコードは、コンピュ
ーターのプログラミングのような複雑な文章じゃなくて、カラフルな四角形でできているんだ
ね。』それに答えてピクシーは、コーディーをからかうように言います。『だって、難しすぎる
課題でお兄ちゃんをいじめちゃかわいそうだもん！』『白が４つ、緑が２つ、白が４つ。これが
一段目のコード。だから僕が最初に置かなきゃならないのは、４つの白いピクセルだ。それに続
いて緑が２つ、そしてまた白が４つ。』『さすがお兄ちゃん、コードが解けたね！これでもう、
どのコーディングピクセルがどこにくるのか、全部読み解けちゃうはず。』と、ピクシーははし
ゃぎます。するとコーディーも、『ピクシーこそ、コードの中にちゃんとループ機能まで組込ん
で、たいしたもんだよ！』と妹を褒めました。

ループって言っても、例えば靴ひもを結んでできるループと一緒にしないでよ。コンピュータ
ーのコードで使うループとは、1つの全く同じ命令を何回も（例えば4回）続けて繰り返せとい
う指示のことなんだ。ループを使って命令の反復を省力すれば、コードを短くできる。ここで
『白を置け』という命令を例に取ってみよう。『白を置け』『白を置け』『白を置け』『白を
置け』っていう代わりに、『白を置け、4回続けて』、ほら、うんと短くてすんだよね。

ゲームアイデア1 コードを読み取り、その指示を実行する。
プレイヤー：1人で
所要時間：約15分
使用するもの：ボード、ブロック全て

コードのカードとボードを使って、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、指定された色の面を上に、しかも指定の位置にブロックを乗せていくのです。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？

バリエーション１：難易度・低　縁が緑色のコードカードを使って 
この遊び方では、まず難易度の低いコードカードを解読します。：1つの画像に現れるのは白とも
う1つの色だけです。また、白と他の色が交代する頻度も低く、従ってコードも短いものばかりで
す。できあがる画像は白を背景とした、単純で形の分かりやすい一色の平面です。

さて、コードを解読していきましょう： 
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、左上端のピクセルから始めます。 

・ たとえばそこに次のような白い四角形が描かれているとします            。　これは、コーディング
ピクセル、すなわちブロックの白い面を上にして、最上段の左から右へと順々に4個、ボード上
に並べるという指示を意味します。

・ 続いて次のような緑色の四角形が描かれています            。これを頼りに、今置いた白のコーディ
ングピクセルに何が続くかを読み取ります。２つのコーディングピクセルの緑の面を上にして、
ボード最上段の5番目と6番目の位置に乗せましょう。

・ 続くコードのカードでは、四角形に４の数字が書かれています。四角形の色は白。なので、4つ
のブロックの白い面を上にして、ボード最上段の7番目から10番目の位置に並べて置きます。

・ 同じ要領で、ボードの2段目から10段目までコードを全て解読していきます。そして100個のブ
ロック全てを、正しい色の面を上にしてボード上に並べます。

Example:

ご注意：コードのカード横一列が、ボード上の横一列のブロック10個についての指示です。ボー
ドはブロックでくまなく埋めつくさなれます。コードのカードに描かれた白い四角形は余白では
ありません。そこには白い面を上にしたコーディングピクセルを乗せて下さい。

バリエーション2：難易度・中、縁が黄色のコードカードを使って 
ここではブロックの面3色から4色を使って画像を構成します。従って、コードの出す指示が難し
くなります。それぞれの段で、コード1つの指示が短いもの、中くらいのもの、長いものと変化
し、これによっても難易度が上がります。カラフルな色彩を楽しめる画像が完成しますが構造は
比較的単純で細部表現には欠けるものです。

バリエーション３：難易度・高、赤い縁のコードカードを使った、 
ピクセル・エキスパートのための最難関 
ここではブロックの５色から６色の面が使用されます。ブロックの置き方に関する命令が長く、
変化に富んだものとなります。カラフルな色彩が楽しめ、細部表現にも富んだ画像が完成しま
す。特に難易度の高い３つのカードでは、抽象的な模様が作りだされ、ひときわ高いレベルを目
指します。

自分のコードを作ってみる
プレイヤー：1人か2人
所要時間：約30分
使用するもの：ボード、ブロック全て、テンプレート（コピー用パターン） 

テンプレートをコピーして使用します。鉛筆と、赤、黄、緑、青、黒の色鉛筆をご用意くださ
い。白紙のコードカードを作るためのコピー用パターンは説明書18，19ページにあります。

ステップ１
プレイヤーはコーディングピクセルを並べて絵をつくります。色の種類の少ない簡単なモチーフ
で始めることをお勧めします。

ステップ２
絵が出来上がったら、プレイヤーはコードカード用テンプレート（14ページ        ）をコピーしたも
のにその絵を写します。カードのそれぞれのマス目に、自分の作った絵の各ピクセルと同じ色を
同じ位置に色鉛筆で塗っていきます。白いピクセルの箇所は色を塗らずにおきます。こうして、
セットのコードカードの裏面にあたる正誤チェック機能を用意します。

ステップ３
さていよいよコード化を始めます。ここでは19ページの見本パターンをコピーしてテンプレート
として使います。左上から始めてマス目に順々に色を塗ります。ただし、同じ色のピクセルがい
くつも続く場合は、コードにループを入れます。つまり四角形のマス目に、ピクセルの個数にあ
たる数字（2,3,...10)を書き込みます。ステップ２と違い、このテンプレートでは、使用しないマス
目は鉛筆で斜線を引いて目印をつけて置きます。

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ピク
セルのエキスパートになれるはず！

このゲームでの君の役目はプログラマー。妹ピクシーが僕にしてみせたように、お友達に解読し
てもらうコードを考えて作りだそう！

ゲームアイデア2

A
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このステップで作ったものが、コードカードの表側の面にあたります。つまり各マス目が、絵を
再現するのに必要となる命令です。（コピー見本は15ページ          ）

ステップ４
正誤チェック用の見本パターン、そして解読用のコードができあがったら、コピー用紙からカー
ドの部分だけを切り取って、その2枚を背中合わせに貼り合わせ、コードのカードを完成させま
す。

ステップ５
では、プレイヤーを一人指定して、このコードの解読を頼みましょう。挑戦を受けたプレイヤー
は、お友達のプレイヤーが作ったオリジナルコードをもとに絵を再現します。

ブロックを配置してたった今出来上がったのは、可愛いテントウムシの絵。 
ピクシーはそれを見て大満足。すると急に、お外に行って本物のテントウムシ
を見つけたくなりました。そこでコーディーの肩をそっと叩いて言います、 

『コーディーも一緒に来る？今度は本物の七星テントウを見つけようよ！

Example of a completed code card
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1
1

5
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1 1 1
1 1 1 1
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2
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10
1 1 1 1 1
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5
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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  
to 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 Pixel Placing Game”, using a large board, 100 dice, and  
18 templates with the solution on the back, children learn that digital images are 
composed of pixels, and that “programming” means giving the computer commands  
in the form of a code which it then carries out precisely. Together with the computer 
experts Cody and his sister, Pixi, children play the role of the computer: they follow the 
coded commands on the cards, creating an image pixel by pixel. This enables children to 
acquire a deeper understanding of image resolution as well as programming codes, 
“loops”, and deciphering.

Contents:
·    100 coding pixels (dice 1” x 1” x 1” / 2.5 x 2.5 x 2.5 cm) with 4 colored sides,  

1 white side, and 1 black side
·    Frame (12” x 12” / 30 x 30 cm)
·    18 code cards (= coded template, 3 ½” x 3 ½” / 9 x 9 cm)
·    1 set of instructions

Have you met Pixi and Cody? They are brother and sister, twins in fact, but they 
aren’t at all similar! Pixi is cheeky and curious, whereas Cody prefers to go slow-
ly and think things through. They have one thing in common – 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!

CodyPixi

Digital learning  
objectives: 
·  Gain a fundamental  

understanding of  
digital technology

·  Gain a fundamental  
understanding of how 
images are digitalized  
using codes 

·  Learn and use codes

Cognitive learning  
objectives:
· Concentration
· Fine motor skills
· Creativity 

Game concept  
and design:
· Luise Starke

Perfect for:
·  Preschool
·  Kindergarten
·  Elementary school

Arranging Game Coding Pixel Cody and Pixi 
...and the Secret of the Coding Pixels

“Guess what this is,” says Pixi, grinning at her brother, Cody.  
“4 – 2 – 4. 3 – 4 – 3. 4 – 2 – 4. 3 – 4 – 3 …“  
“Stop, stop!” shouts Cody. “Is it a phone number? Or a math problem?” Pixi giggles. 
“Completely wrong! It‘s a code!” “Wow, that’s really cool,” says Cody, excitedly.  
He loves codes! 
A code is always a secret! It has to be deciphered – and that’s exactly what a  
computer does. For a computer, codes are commands that a programmer has  
specified and that the computer follows. 
“Look,” says Pixi. She opens a large box and takes out a board and lots of brightly 
colored dice. “These are 100 coding pixels. They are all jumbled up, so they don‘t 
make an image. But if you follow my code,” she waves a card showing lots of rows  
of squares at Cody, “you’ll see something amazing!” “So, do the dice on the board 
work like pixels on a screen?” asks Cody. 
“In our game, yes!” says Pixi, smiling. “And I have created the codes for some  
incredible pictures. Would you like to try?”

Pixels are individual color values in a computer image. You may have seen that a 
computer image comprises lots of tiny, square, colored areas. A computer can’t paint 
with colors like we can; it can only put images together using pixels. A pixel is the 
tiniest element of an image: lots and lots pixels put together make an image! If an 
image is created using just a few large pixels, it‘s almost impossible to recognize.  
The smaller the pixels, and the more pixels an image has, the clearer it is. 

But how does the computer know which pixel goes where, in order to make an 
image? This is what a code does – it specifies which pixel, in which color, goes where. 
A code is therefore a command that the computer follows.  

  Important note!
The blocks that make up the images are three-dimensional shapes, as these are 
easy for children to handle. However, pixels are two-dimensional representations  
of images. It is important, therefore, that children link the idea of “pixel in place, 
yes / no” with the term “pixel”, not the geometric shape itself.

Pixi points to the card showing the squares. 
“That‘s my code for the coding pixels.” Cody 
looks at the squares thoughtfully. 

Pixi

Cody
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They are organized in 10 rows, one beneath the other.  
He looks at the board, and sees it too has 10 rows! 
“Now I understand!” he shouts. “Your codes aren‘t made up of complicated text com-
mands like on the computer, but of colored squares.” 
“That‘s right. I didn‘t want to make it too difficult,” says Pixi, nodding. 
“4 white – 2 green – 4 white. That is the code for the first row: first, I put down  
4 white coding pixels, then 2 green ones, then another 4 white ones.” 
“You‘ve cracked the code!” cheers Pixi. “Now you know which coding pixels need to 
go where!” “And you’ve included some loops in your codes,” says Cody.

Obviously, a loop in a computer code is not the same as a loop in your laces!  
A loop means that a command, for example “place white!” should be repeated  
four times in succession. This saves repeating the whole command, and makes the 
whole code shorter. “Instead of “place white, place white, place white, place white,” 
the command says “place white, four times”. Cody

Game idea 1 Read and carry out codes 
Players: 1
Length of the game: approx. 15 min 
You will need:  Board, all the dice

Using the code cards and the board, Cody sets to work: row by row, he deciphers  
the code and puts the dice in the specified place, with the correct colored side 
showing. Can you help him?

Variation 1: Low level of difficulty – code cards with green edge 
In this game, the first codes to be “cracked” are easy ones: only white and one other 
color is used, and there are only a few switches between white and the color. The 
codes are also quite short. The images created are simple, clearly recognizable colored 
spaces.

The code is now deciphered: 
the commands for each code need to followed line by line, starting from the top, and 
working from left to right. The first pixel is therefore the one in the top left. 

·  For example, if there is a        in a white square, this means that four coding pixels 
with the white face pointing upwards should be placed from left to right in the first 
row on the board. 

·  In this example, the next one is a green square with a      : the player therefore needs 
to place two coding pixels with the green face pointing upwards next to the white 
coding pixels in positions 5 and 6 in the first row on the board.

·  In this example, the code card then shows a square with a number 4: another four 
dice with the white face pointing upwards are therefore placed in positions 7 to 10 in 
the first row. The first row is now complete. 

·  The codes in rows 2 to 10 are now cracked in the same way, until all 100 dice have 
been placed in the board with the right colored face pointing upwards.

Example:

Note: Each line of the command corresponds to a complete line on the board, made 
up of 10 dice. There should be no empty spaces left on the board: If there are white 
squares in the code, the fields on the board must be filled with coding pixels with the 
white face pointing upwards.

Variation 2: Medium level of difficulty – code cards with yellow edge 
These codes mainly use 3 or 4 colors. The commands are more difficult because the 
lines include both short, medium, and long commands. The images created are 
colorful but not very detailed.

Variation 3: High level of difficulty – code cards with red edge 
Careful, these are for true pixel experts!  
These codes mainly use 5 or 6 colors. The commands are long and contain lots of 
changes. The images created are colorful and highly detailed. The three code cards for 
abstract patterns are particularly challenging!

Create your own code cards
Players: 1-2 
Length of the game: approx. 30 min 
You will need:  Board, all the dice, copy template 

This game uses a blank code card (see copy template on p. 18), a pencil, and five 
felt-tip pens in red, yellow, green, blue, and black.

The copy templates can be found on pages 18 and 19 at the end of the instructions.

∙  Step 1 
The player creates an image using pixels.  
Initially, it is recommended to use just a few colors and simple images. 

∙  Step 2 
When the image is finished, the player draws the image on the blank code card  
(see page 14, A ). They fill each box on the blank card with the color that 
corresponds to the pixel in that location. Spaces for white pixels can be left empty. 
This is the solution, like on the back of a code card!

∙  Step 3 
Now it’s time to create the code. On the code side of the blank template, starting 
from the top left, the player fills each box with a color and a number. If there are 
several pixels of the same color one after another – so like a loop in the code – these 
are represented using the corresponding number (2, 3,...10). 

Start with the simple codes, and then gradually move on to the more difficult ones. 
You’ll soon be real pixel experts! 

In this game, you are the programmer!  
Just like Pixi did for me, think of codes for your friends!

Cody

Pixi

Game idea 2
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In contrast to the templates, a line can be drawn through any squares on the code 
card that are not needed. This is the task, like on the front of a code card (see page 
15, B ).  

∙  Step 4 
Once the player has taken note of both the solution and the code,  
they cut out the two squares and stick the backs of them together.

∙  Step 5 
The player now asks another player to crack the code!  
The second player tries to recreate the image using the first player’s code. 

Pixi looks happily at the ladybug image that she has created.  
It’s really cute! Pixi is now inspired to go outside and find a  
real ladybug. She taps Cody on the shoulder and asks: “Are you 

coming, Cody? I bet we can find a ladybug with seven spots!”

Example of a completed code card

5

2

10

1
1

5
5
1 1 1
1 1 1 1

2
2 2

2
5
5

5
2 2

2 2 2

10
1 1 1 1 1
2 2 2

5
5
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コピーテンプレート 
Copy template

コピーテンプレート 
Copy template

白紙のコーディングカード(解答は裏面)

Blank Coding Card (back, solution)

白紙のコーディングカード(正面・コード)

Blank Coding Card (back, solution)

A B

14
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WARNING! 
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Choking hazard due to small parts! Danger of suffocation!
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