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·  計算論的思考の基礎を創造力
に富んだ方法で楽しく

·  100％アナログで高品質な教材
·  デジタルイメージとコードの構

築の理解

·  集中力、論理的思考、創造性、
微細運動を促す
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アレンジゲーム・ピクセル
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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
する教材は高品質のドイツ製を誇り、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Legespiel Pixelはバンベルグ大学のFELI研究チームと共に共同開発されました。 
ボード、20種類の見本パターン、そしてピクセルに代わる1200もの大小のパーツを使用しながら、コンピ
ューターの画像構成や画像解析度がどんな風に機能しているのかを手に取るように分かりやすく説明し
ます。焦点が当てられるのは次の２つのテーマ：バイナリコードとは何か。そしてバイナリコードはいかに
使用されるのか。3段階の順を追って理解を徐々に積んでいきながら、この2点を子どもに分かりやすく説
明しています。

セット内容：
ピクセルパーツ《ピクセル大》約232個

（25x25mm、白、黄色、トウモロコシ色、オレンジ色、赤、レモン色、明るい緑色、濃い緑色、明るい青、 
明るいトルコブルー、濃いトルコブルー）
ピクセルパーツ《ピクセル小》約1045個

（12,5x12,5cm、ピクセル・大と同じ色、黒）
・ボード（29,9x22,3x1cm）
・ 見本パターンのカード20（25,3x17,7cm、ゲームバリエーションごとに使用するカードが異なります。 

ゲーム１に9枚、2に4枚、3に7枚を使用。）
・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、もうちっとも難しいことなんてないさ！

コーディーとピクシー
…そしてカラフルな画像たち

またしても、お気に入りの場所コンピューターの前で熱中しているコーディー。ピクシーもそのコーディー
の肩越しにモニターを見ています。『すごいだろ？僕、コンピューターの画像をズームしてみたんだ。すっご
く大きなルーペで見ているのと同じ。でも倍率なんと1500％！』『ふーん…』と、さほど興味もなさそうな
ピクシーとは正反対に、コーディーはすっかり夢中です。『ほら、1つ1つのピクセルさえ見て取れる。』『ピク
セル？それなら私知ってるわよ、なんてったって私と名前もそっくりだもん。』
と答えるピクシー。では、彼女がピクセルについて知っていることをまとめてみましょう：コンピューターの
画像は、数え切れないほどの多くの小さな正方形が集まってできています。そのそれぞれの正方形に色が
ついています。そう、ピクセルはとてつもなく小さくて、ふつう肉眼で見分けることができません。でも、コー
ディーのルーペが今それを見えるようにしているのです。
ピクセルがとても小さいおかげで、コンピューターの画像も四角形の集まりには見えません。まるで本当
に描かれた絵のようです。だけど、コンピューターには、もちろん絵を描くことなどできません。その代りに
小さな色の四角形つまりピクセルをパズルのように組合せて配列し、全体が絵に見えるようにしているの
です。それに対し、コーディーが今もうっとりと眺めている絵は、四角形の集まりに見えます。これをコンピ
ューターの専門の言葉で『ピクセル化している』と表現します。

『ピクセルがこんなに大きいと、画像が何を表そうとしているのか分かんないよ。』と、ピクシーは言いま
す。みんなも、ピクシーの言っていることを目で見て確かめてみたいですか？それでは、絵の当てっこをし
て遊んでみましょう。

当てっこゲーム、何に見える？
プレイヤー：2人＋1人のゲームマスター（プレイヤーが年少の場合）
所要時間：約5分から10分。
用意するもの：ゲーム1用の見本カード９枚

この遊びでは、全く同じモチーフが3種類のバリエーションで示されます。1つ目はすごくピクセル化されて
います。つまり絵を構成している色の四角形が大きく、その数も少ないのです。そのため、絵は鮮明ではあ
りません。2つ目は少しピクセル化したパターンです。小さな色の四角形がたくさん集まってモチーフを表し
ているのが分かります。でも、全体像はまだ鮮明ではありません。3枚目では、モチーフがはっきり分かりま
す。

ゲームの目的は、カードを見て6つのモチーフを言い当てること。しかも、ピクセル化が高くてもモチーフを
分かることを目指します。この遊びを通じて、ピクセルと解像度の関係を直に体験することになります。

ゲームを始める前に
見本パターンのカードは両面プリントです。まず片面を使って３つのモチーフを当て、さらに裏面のモチー
フにもチャレンジします。見本パターンのカードをまずモチーフごとに分類し、同じモチーフを3枚重ねま
す。そのとき、ピクセル化の度合いの高いものから順番に重ねます。ピクセル化の最も高いものが一番上、
中くらいのものが真ん中、正解を示す解像度の高いカードが一番下となります。

ゲームアイデア1

コーディーピクシー

アレンジゲーム・ピクセル
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
・ バイナリコードをみつけ、 

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
・ 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

ウーテ・シュミット�
（バンベルグ・オットーフリードリ 
ッヒ大学FELI研究所、研究員）

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
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コーディー

ゲームの進行 
ゲームマスターがプレイヤーにピクセル化の高い絵カードを見せます。あとの2枚のカードは伏せて置い
たままにしておきます。ゲームマスターが『これなあに？』と尋ねたら、プレイヤーは2人でいっしょに考え
て、謎解きを始めましょう。正解が出せなくても、何かアイデアを言うことができたら、ゲームマスターが次
のカードをめくって見せます。ここにも同じモチーフが描かれていますが、1枚目ほどピクセル化していま
せん。はたしてプレイヤーは、この絵が何のモチーフを表しているのか言うことができるでしょうか？そして
2人の想像したイメージに間違いなかったと証明することができるでしょうか？そこで最後に3枚目、つま
り解像度の高いカードをめくって正解を見ます。他の5つのモチーフについても同じルールで遊びます。

ゲーム終了
6つのモチーフすべての正解が見つかった時点でゲーム終了です。

そしてゲーム終了後、次のことについて話し合います。 
1． これらの絵は何によって表されていますか？何が組み合わされて絵になっていますか？ 

答え：たくさんの色の四角形、ピクセル。

２． 同じモチーフを表した3種類のカードはそれぞれ何が違いますか？ 
答え：1枚目はピクセルの数が少なく、2枚目は多い。3枚目には数え切れない程たくさんのピクセルが
ある。

3． 三枚中 、一番分かりにくかったのはどの絵ですか？中くらいは？そして一番分かりやすかったのはどれ
ですか？何が原因でこの差があるのでしょう？ 
答え：ピクセルの数。

ピクセルプロのためのバリエーション
プレイヤーが年長の場合、ゲームマスターなしで同じようにモチーフを当てて遊ぶことができます。最初
に、強くピクセル化した3つのモチーフを選び、その3枚のカードを並べて、何が描かれているのかを当てて
みましょう。全然分からない？それとも何かアイデアが思い浮かびましたか？ではそこで、これらのカード
の次にピクセル化の度合いが高い3枚のカードを取りだします。そして、さっきのそれぞれのカードと同じ
モチーフ同士を組合わせます。カードの裏表両方のモチーフを見て、先の3枚とペアになるものを探しま
す。そしていよいよ答えを探します。最も解像度の高いカード3枚を取って（カードの裏表に注意）、それぞ
れを同じモチーフの2枚と組合わせます。
続いてカードの裏側の３つのモチーフについても同じ方法で遊びます。

『大きなマス目じゃあ画像がピンボケ、小さなマス目だと絵がはっきりしてくるけれ
ど、100万個とかの沢山のマス目が集まれば、すっごくきれいな絵になるんだ。そしてこ
のマス目をピクセルって呼ぶのね。覚えやすい名前。私とそっくりだもん。』ピクシーが

改めてこう言うと、コーディーも頷いて続けます。『画像を作り上げているのは沢山のピ
クセル。そしてピクセルが多ければ多い程、しかもそれらが小さければ小さい程、画像は

よりくっきりするんだ。線や輪郭、何かと何かの境界線もはっきりと分かりやすく見える。そして、
例えばサクランボの表面がツヤツヤして見えるように、光を表す小さな点さえも表せるようになる。そうす
ると画像に立体感が出て、それこそまるで本物みたいに見えるんだよ。』

『だったらさあ、そもそもどうして画像の中にはピクセルの少ないのなんてあるの？』と、ピクシーは持ち
前の好奇心たっぷりです。『それはね、…』そう言ってコーディーは、フレームの付いたボードを取って見せ
ました。

ボードを使ったバリエーション
ボードの中に見本パターンのカードを入れて下敷きとします。最初は大きなピクセルのカードを使います。
使用するピクセルパーツを手元に用意しておきます。そしてプレイヤーは、見本パターンの上のそれぞれ
の位置に同じ色のピクセルパーツを乗せていきます。出来上がったら、見本パターンを取替えます。今度
は、モチーフは同じでもピクセルの小さいカードを使います。そしてさっきと同じように、ピクセルパーツで
絵を完成させていきます。注意：絵の中の白いところにも白いピクセルを置き、ボードに余白を残さないよ
うにします。そうしないとカラーのピクセルが動いてずれてしまうからです。2種類のパターンを完成させな
がら、プレイヤーはどんな感想を抱いたでしょうか？この遊びは、見本パターンのカードを下敷きとせず、
ボードの横に置いて作業をすれば難易度が高まります。

『まだやってるの？』コーディーはこう言って、ピクシーの作っている画像を感心して眺
めます。『だってさぁ…、小さいピクセルの絵を作るには随分と根気がいるのよ。大きな
ピクセルの絵なんてすぐにできちゃったのに。』するとコーディーはまたにんまりと笑って
続けます。『これで分かったろう？どうしてピクセルの多い画像や少ない画像があるのか。ピク
セルが少ないと、画像の再現が簡単なんだ。だから例えばメールの添付にはピクセルの少ない画像が便
利。ささっと送信できちゃうからね。』

グラフィックの中の1つ1つの色の単位がピクセルと呼ばれるんだよ。1つの画像はたーくさんのピクセル
の集合で成り立っている。ピクセルが小さければ小さい程、そしてその数が多ければ多い程、画像がくっき
りとして、モチーフがはっきり分かりやすくなるんだ。

        バックグラウンド：デジタル表現
《ピクセル》という概念に親しむことは、情報のデジタル表現というテーマに踏み込むための格好のきっ

かけにもなります。コンピューターというメディアでは、あらゆる情報がデジタル化されて保存されていま
す。テキスト、画像、音楽のいずれのデータもそうです。それどころか、コンピューターが情報処理をするた
めに必要なプログラムそのものがデジタルデータなのです。デジタルとは、アナログとは対照的に、情報を
簡単なブロックのように段階化して表現する方法です。これに対し、物理的事実にほぼ一致する、連続的
でほぼ無段階と言える経緯を表すのがアナログです。

大切なポイントです、ご留意下さい！
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、三次元のピクセルパーツを画像
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。絵を構成
する１つ1つの点の有無に子どもが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
ないようにご配慮下さい。
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コーディー

黒と白でバイナリ画像！ 
ピクセルパーツでバイナリ画像を作ります。

プレイヤー：１人で
所要時間：約15分
使用するもの：ボード、ゲーム２用の見本パターン（色で縁取られたカード）、ピクセルパーツ・小の黒と白
のもの全て。

ここでは4種類のモチーフでバイナリ画像を作ります。出来上がる絵は白黒です。見本パターンカードに書
かれているのはコード：数字の0が白、1が黒を意味します。プレイヤーはこのコードをピクセルパーツに変
換してボードに乗せていきます。プレイヤーは、作業を始めれば間もなく、とても簡単な方法で画像が出来
上がっていくことに気づくことでしょう。

ゲームの目標は見本パターンを正しく完成させ、それによってバイナリイ画像を作りだすことです。

ゲームを始める前に
見本パターンのカードをボードのフレーム内に入れて下敷きとします。ピクセルパーツは手元に用意して
おきます。

ゲームの進行
準備ができたら、プレイヤーは見本パターンの上にピクセルパーツを乗せていきます。0には白、1には黒
のパーツを乗せるのがルールです。作業を進めるうちにだんだんと画像が出来上がってきます。作業中に
もう何が完成するか予想がつくかも知れません。ボードをくまなくピクセルパーツで埋め尽くしたら、絵が
完成しているはずです。どのピクセルも正しく置けたか確認するために、正解カードの絵と見比べることが
できます。正解カードは使用した見本パターンカードと同じ色で縁どられているので簡単に見つけること
ができます。引き続き、他の見本パターンを使って同じ遊びを続けることもできます。

このゲームは、見本パターンのカードをフレームの中にいれず、横に置いて作業すると、難易度を高めるこ
とができます。

ゲームアイデア２

コンピューターは機械だから、どのピクセルがどこに位置するのかが分からない。そこでプログラマーが『
どの色のピクセルをどこに表示すべきなのか』をプログラムによって指示してやらないといけない。そのた
めにプログラマーが使うコマンドをコードっていうんだ。最も簡単な方法で表されるのがバイナリ画像だ
けど、バイナリのバイ（bi）は2を表すんだよ。つまり、0と1の2種類の数字だけで作られるコードで表され
る画像がバイナリ画像。0を白いピクセル、1を黒いピクセルと言う風に暗号化して、白黒画像を格納した
プログラムが作られるんだ。

見本パターンのカード

正解カード

 バックグラウンド：ピクセルと解像度
ピクセルという概念は、実は英語の2つの単語picture（絵、写真）とelement（構成要素）を組み合わせて
作られた造語です。画像表現の中のもっとも小さな可視的構成要素をピクセルと呼びます。絵を構成する
1点と考えてもかまいません。1つのピクセルは長方形で表されるのが最も典型的ですが、その一片の長さ
は定義されていません。なのでピクセルの大きさは特定されておらず、データ解像度が指定されたときに
初めて決定するのです。

例えば、幅20ピクセル、高さ10ピクセルの画像を表現するには20x10、つまり200個のピクセルが必要で
す。標準的なデジタルカメラの写真は、100万ピクセル（＝1メガピクセル）あるいはそれ以上から構成され
ています。一般的に言えるのは、1つの画像を保存し再現するのに使われるピクセルが多ければ多い程、
表現されるモチーフは《シャープ》になるということです。パックマンなどのかつてのコンピューターゲーム
では、ピクセルが目で見て分かるほど大きかったものです。なのでフィギュアが角張って見えたり、風景の
描写も図形に近く、細部表現に欠けていました。

『ほらほら、お家になった！』ピクシーはそう言って、白と黒のピクセルパーツを配置し
て作った絵に魅入っています。『ピクシーったら、まるでコンピューターみたいだったよ。
コードを解読して1つの絵に仕上げたんだもの。コンピューター並みの仕事っぷりだね。』
コーディーはそう言って、またピクシーをからかいます。それに答えてピクシーが言います。『で
もさ、本当に思ったほど複雑じゃあなかったわよ。バイナリ画像のためのコンピュータープログラムは0と
1だけでできているのよね。それでコンピューターが、どこに白、どこに黒を表示すればいいかを分かるよ
うになってる。でも私、屋根は赤にしたかったなぁ…。』『だったら赤もプログラムすればいいんだよ。』とコ
ーディ。するとピクシーは『それはそうだけどさぁ、コンピューターは0と1しか知らないでしょう？それでそ
の両方がもう白と黒ってことになっちゃってるよ。どうすればいいの？』『だから、赤を表すコードを作れば
いいんだよ。仮に0100が赤ってことにしよう。ただし、赤以外のコードもみんな4桁にしなきゃならないか
ら、白は0000。』『オッケー、濃い緑1010、黄色0001、でオレンジは？えーっとえーっと…。』もうピクシーも
夢中になって、ピクセルパーツの色全てにコードを作り始めました。コード作りはさほど複雑ではありま
せん。ただし、コードを頼りにピクセルパーツを正確な位置に置いていけるようにするには、かなり複雑
な作業で、それぞれのマス目に正しくコードを描き込んでいかなくてはなりません。
だけどピクシーは途中で投げ出したりしません。ほどなく、見るからに精巧な見本パターンができあがり
ました。『ここから先はコーディーが頑張る番。私の作ったバイナリコード、さてお兄ちゃんに解けるかな？
』

バイナリコードの解読 
ピクセルパーツでバイナリコードを解読します。

プレイヤー：1人で
所要時間：約20分
使用するもの：ボード、ゲーム３用の見本パターン（コーナーが色でマークされたカード。）

ここでは、4種類のモチーフを表現する11色の色が11の異なるバイナリコードで表されています。
これら11種のコードは0と1の数字で成り立っていて、それぞれ数字の並ぶ順序が異なります。解
読用パターンに載っている4桁の数字がそのコード11種で、それぞれが違う色を表しています。

ゲームの目的は、見本パターンを正しく再現し、コードの助けを借りて4種類のカラフルなモチー
フを完成させることです。

ゲームを始める前に
見本パターンをボードのフレーム内に置いて下敷きとします。ピクセルパーツと解読用パターンも手元に
用意しておきます。

ゲームアイデア3

灯台

フクロウ

キノコ

熱気球

フクロウ

これが私の解読の鍵。

ピクシー
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ゲームの進行 
プレイヤーはボードのフレーム内に置いた見本パターンの上にピクセルパーツを乗せていきます。例えば
0000のマス目の上には白、0001の上には黄色を乗せます。どのマス目に何色のピクセルを乗せればいい
のかは、カラー解読用パターンを参考にします。正誤チェックカードと全く同じ絵を完成させるには、この
カラー解読用パターンに忠実に作業しなくてはなりません。

どうすれば、コードの解読ができるのでしょう？ 
見本パターンのマス目の1つ1つに4桁のコードが書かれています。プレイヤーはこのコードを見て、カラー
解読用パターン上の4桁の数字と比べます。こうして、探しているコードが何色に与えられているかを見つ
けることができれば、プレイヤーはコードを『解読』したことになります。探していたコードが何色を意味す
るのかが分かったので、その色のピクシーパーツをコードの上に乗せればよいのです。そして次のマス目
に移ります。こうしてボード上の見本パターンのマス目をパーツで埋めていきます。 作業を進めるにつれ
て、徐々にカラフルなピクセルで構成された絵が出来てきます。何のモチーフなのか、完成を待たずに当て
ることができるかもしれません。ボードをくまなくピクセルで埋め尽くしたら、きっときれいな絵になってい
るでしょう。少しピクセル化していても、何が表現されているのか見てはっきりわかるはずです。全てのピク
セルを正確に置けたかどうかを確認するには、正誤チェックカードを使います。見本パターンとそれに属
する正誤チェックカードは、どちらも右上のコーナーに同じ色のピクセルで目印がついています。 

見本パターンには、4桁のバイナリコードの代わりに、色の違う1の数字ばかりが書かれたものがありま
す。こちらの見本パターンを使えば、このゲームは難易度を下げて遊ぶことができます。ただしこの見本パ
ターンはバイナリコードから成り立っているのではありません。なのでこのルールでは、バイナリコードの
解読練習はできません。けれども、簡略化されたコードを使った作業で、コードがピクセルになり、ピクセ
ルから画像が構成されるということを実際に体験することができます。

逆にゲームの難易度を上げたい場合は、プレイヤーが自分のオリジナルのカラー解読パターンを元に画
像を仕上げることにします。セット内容の解読パターンに載っているそれぞれのコードに、イラストとは違
う色を当てはめます。どのコードが何色に変わったのか覚えやすくするために、カード上の色見本の上に、
新しい色のピクセルパーツを乗せてオリジナルカードを準備しておきます。例えば0001に赤を当てはめま
す、すると、さっきまで黄色を意味していたコードが赤のコードに変わります。出来上がる画像は、正誤チェ
ックカードと全く同じではありません。でも、プレイヤーが全てのピクセルを正確に置いていれば、同じモ
チーフで色違いの画像ができているはずです。プログラマーは、どの情報（ここでは色）を、どのコードで表
すかを必ずはっきり決定しなくてはなりません。このルールの背景には、この発想があります。なので、ここ
では、プレイヤーがプログラマーとコード解読者の一人二役を演じることになります。

オリジナル画像を使ったバリエーション

ここでは、ピクシーがコーディーにしてあげたように、プレイヤーが自分のオリジナルの見本パターンを作
成します。見本パターン用の白紙テンプレートとして、説明書の最後のページ26，27にあるコピー用パタ
ーンをご使用ください。

プレイヤーは最初にピクセルパーツを配置して絵を作ります。そしてそれぞれのピクセルを、白紙テンプレ
ートのマス目にコードとして書き写します。このときカラー解読用の見本パターンを参考にします。出来上
がった見本パターンは、他のプレイヤーに託して、コードを解読し、画像を完成させてもらいます。

ご注意：�この遊び方は、手先の器用さと高度の集中力を要するので、年長のプレイヤーを対象とします。

ただし使用するバイナリコードを０と1だけに制限すれば、難易度を下げることができます。

見本パターンカード

正誤チェックカード

難易度の低いバリエーション

さて、コーディーはピクシーの作ったコードを見事に解読し画像を完璧に再現すること
に成功しました。『さすがコーディー！うまくいったね、お兄ちゃん。』とピクシーに褒められ
て、コーディーもこう言います、『ピクシーこそ上手にできたね。ピクシーの作ったコードすご
い！この素敵な絵を保存し、再現するためのコンピュータープログラミングをしたのとおんなじだ
よ。』『そういうこと！』とピクシーは笑って言います。『今日はいっぱい色んなこと学んだよね。バイナリコー
ドとは何か、そしてプログラミングやコードの解読がどんな風に行われるのか。…ああ、でも私もお兄ちゃ
んもコンピューターじゃなくてよかった。だからこれから外に行って遊ぼ！どっちが先に家から出るか、ヨ
ーイドン！』

���������バックグラウンド《バイナリ画像》

情報をデジタル表現する際の最も簡単な単位がビットです。いわばその情報を形成しているブロックの1
つと想像できます。ビットは2進法（バイナリ）の数字体系の要素で表されます。つまり１ビットの情報は数
字の0または１という値のどちらか1つを表すことができます。ピクセルを使ったこの教材が分かりやすく示
しているのが、まさにこのことです：１ならマス目が黒になり、0ではならない。次にバイナリ画像について
述べましょう。白と黒だけの点で構成されたピクセルによる画像はバイナリ画像です。いわゆるラスターグ
ラフィックスの中で最も単純なものです。ラスターグラフィックスではそのデジタル画像の情報が、座標の
あり方によって与えられます。つまり《X軸とY軸の座標上のどの位置が、どの値で占められているか》によ
って、情報を与えるのです。そしてバイナリ画像では、ここでいう座標を占める値が二通りしかありません。
それに対し、情報量が多いのがグレースケール画像やカラー画像です。そのため、あるピクセルが表すの
はどのグレースケールあるいはどの色なのかを示すのに、ピクセルごとに必要とするビット数も高くなり
ます。例えば、8ビットで256の異なる値を表現することができます。（さらに詳しくは、バックグラウンド《バ
イナリコード》をご覧ください。）

bpmと表記されたデータがそのようなバイナリ画像です。bpm はportable bitmapのことで、この方法で
保存された情報は、異なるコンピューター同士や異なるプログラムを通じても交換しあえるという意味で
す。カラー画像（ただしカラー写真を除く）はjpg（joint Photographic Experts Group）として保存される
のが一般的です。これはいろいろなトリックを使って、写真などの画像のディテールを損なわず、しかも使
用メモリをできるだけ小さくする保存方法です。

ラスターグラフィックスに代わるものとして、ベクターグラフィックスがあります。ここでは画像情報が座標
という枠に保存されるのではなく、数学の公式を使って画像情報を表現します。ラスターグラフィックスは
100％以上拡大すると角ばりが目に付くようになります。ベクターグラフィックではこれが起こりません。な
ぜなら、画像がその大きさごとに算出されるからです。
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CodyPixi

Arranging Game Pixel

Digital learning aspects: 
∙  Gain a fundamental 

understanding of digital 
technology

∙  Gain a fundamental 
understanding of image 
digitalization using code

∙  Learn about and use 
binary codes

Cognitive learning 
aspects:
∙ Concentration
∙ Fine motor skills
∙ Creativity
∙ Hand-eye coordination

Game design
∙ Luise Starke (Design)
∙  Ute Schmid (FELI 

Research Group, 
University of Bamberg)

Perfect for:
∙ Preschool
∙ Kindergarten
∙ Elementary school

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.

The “Digital Starter – Pixel arranging game” was developed in collaboration with the 
FELI research group at the University of Bamberg. Using a board, 20 different 
templates, and more than 1200 large and small blocks, the “pixels”, children learn how 
images are created and displayed on computers. Three games that build upon each 
other show clearly what a binary code is and how it is used. The computer experts 
Cody and his sister, Pixi, help children to discover the world of colors in computer 
technology.

Contents:
∙   approx. 232 large “pixel” blocks (25 x 25 mm / 1” x 1”; in white, pale yellow, dark 

yellow, orange, red, lemon, light green, dark green, light blue, light turquoise, dark 
turquoise)

∙  approx. 1045 small “pixel” blocks (12.5 x 12.5 mm / 0.5” x 0.5”; in the same colors, 
plus black)

∙ 1 frame (29.9 x 22.3 x 1 cm / 12” x 8.8” x 0.4”)
∙  20 template cards (25.3 x 17.7 cm / 10” x 7”, incl. 9 for game 1, 4 for game 2, 7 for 
game 3)

∙ 1 set of instructions

Do you know Pixi and Cody? They are brother and sister, twins in fact, but they 
don‘t look at all similar! Pixi is cheeky and curious. Cody prefers to go slowly 
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 computer
works? Don’t worry, Cody and Pixi were exact-
ly the same. They will explain it all to you, step 

by step, and it will all become clear!

Cody and Pixi  
... and the colorful images

Pixi looks over her brother Cody’s shoulder.  
He’s in his favorite seat – in front of a computer. What is he doing?  
There are just lots of colored squares on the screen! “It‘s cool, isn‘t it?” he says. “I’ve 
zoomed into the image, so enlarged it using the computer’s magnifier.  
Up to 1500%!” “Uh-huh”, says Pixi, clearly unimpressed.Cody, however, is completely 
entranced. “Now you can see the individual pixels!” he says.  
“I know what pixels are,” says Pixi. “Their name is very similar to mine.”  
Pixi knows that a computer image is made up of lots of tiny, square sections of color. 
They are so tiny that they cannot be seen with the naked eye, but they are visible 
with Cody’s magnifier.  
As they are normally so small, a computer image doesn‘t look “blocky”, but appears 
like a painted image. A computer can‘t paint, obviously.  
It can only show images by combining sections of color called pixels.Cody’s image, 
that he’s still happily staring at, is really “pixelated”. This is what computer experts 
say instead of “blocky”.  
“When the pixels are big, it’s really difficult to tell what the image is showing”, says 
Pixi.

Do you want to see what Pixi means? Then try the Guess the Image game!

Guess the Image
Players:  2+ 1 game leader (with younger players)
Length of the game: approx. 5 - 10 min. 
You will need:   9 image cards for game 1

In this game, 3 versions of the same image are shown: The first is heavily “pixelated”.  
It is made up of a few large sections of color and so is very undefined. The second is 
lightly “pixelated”. It is made up of lots of smaller sections of color, but still isn’t very 
“sharp”. In the third version, the image can be seen clearly.

The aim of the game is to guess 6 images, ideally using the pixelated versions so that 
players learn about pixels and image resolution.

Preparation 
In the first round, the game is played using the three different images on one side of 
the image cards. In the second round, the images on the other side are used. Place the 
image cards in a pile so that the three image cards for the same image are on top of 
each other. The heavily pixelated card is on the top, the lightly pixelated card in the 
middle, and the “resolved” version on the bottom.

Game idea 1
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How to play 
The game leader shows the players the heavily pixelated image. Keep the other 
versions face down! 
The game leader asks: “What is this?” The players then discuss what image they think 
is on the card. If the players can’t work it out and don‘t know what the image is, turn 
the next card over. This shows the same image, but only lightly pixelated.Can the 
players now work out what the image is? Can you confirm that they are right? Finally, 
show the image on the third version, the high-resolution one. The same game is then 
played with the other five images.

End of the game 
The game ends once all six images have been solved.

After the game, the players discuss the following: 
1.  How are the images created, what they are made up of? 

Answer: lots of colored sections, pixels

2.  What is the different between the three versions of the same image? 
Answer: version 1 has only a few pixels, version 2 has lots, and version 3  
has the most.

3.  Which images were the hardest to see, which were fairly difficult, and which were 
the easiest? What could be the reason for this? 
Answer: the number of pixels.

Version for pixel pros: 
Older players can play as described above, but without a game leader. In addition, they 
put the 3 cards showing the heavily pixelated version next to each other and try to 
guess what the images are. If they can’t work it out or have an idea, they turn over the 
3 images cards showing the lightly pixelated version. They look at the images in the 
lightly pixelated version and try to match them with the 3 heavily pixelated ones. 
Players can look at the images on the front and back of the cards. The images are then 
resolved  players look at the 3 cards showing the high-resolution images (look at both 
the front and back!) and match them with the pixelated versions. The game is then 
repeated using the 3 images on the other sides of the cards.

“Large squares – very blurred. Small squares – a bit better. A million 
squares – fantastic image!” says Pixi.  
“And the little squares are called pixels. That’s almost like my name, so 

it’s easy to remember.” 
Cody nods and says, “An image contains lots and lots of pixels. The more 

there are, and the smaller they are, the sharper the image. The lines and contours, i.e. 
the outlines, can then be seen clearly. You can also see light points, like you find on 
cherries, and these give the image depth. That’s why they look almost real.” “So Cody, 
why do some images only have a few pixels?” asks Pixi. “I’ll show you,” says Cody, 
holding out the frame.

Game versions using the frame:
Place a template card showing large pixels in the frame. The matching pixel blocks are 
ready to be used. The player now re-creates the image using the template by placing 
the pixel blocks in the corresponding color on the board. When the player has finished, 
they take the template card with the small pixels. They re-create the image using the 
small pixel blocks. 

Be careful – the white fields need to be filled with pixel blocks as well, otherwise the 
colored ones will shift! What does the player notice when arranging the blocks?

The game is more difficult if the template is not in the frame and the pixel blocks 
are placed in it.

“Are you still working on it?” says Cody, looking at Pixi’s image. “Yes,” 
says Pixi, “it takes a long time to make the image using the little 
blocks. It was much quicker to make the image using the large pixels!”

Cody smiles. “Exactly. Now you can see why there are some images with 
lots of pixels and some with only a few. The ones that only have a few are 
much easier! This is why it’s quicker, for example, to send an image with only a few 
pixels as an email attachment.” 

A pixel is defined as an individual color value of a graphic. Pixels are often square or 
quadratic and are the smallest element of an image. An image is therefore composed of 
many, many pixels. The smaller they are, and the more of them there are, the sharper 
the image and therefore the easier it is to identify.

 “Digital Representation” – The Facts
The concept of pixels is particularly suitable for teaching children about the digital 
representation of information. All the information on a computer – text, images, music 
– even the computer program that processes all of this, is stored digitally. In contrast 
to analogue storage, this means that the information is represented and stored in 
simple, individual blocks. Transmissions that are almost completely smooth, and 
correspond directly to physical reality, are termed analog.

Caution! Potential misunderstandings: the blocks used to make up the images are
three-dimensional shapes so that children can handle them easily. However, pixels are 
two-dimensional representations of images. It is important to ensure that children 
understand the concept of the pixel and don‘t connect the geometric shape with the 
word pixel!

Cody
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Black and white make binary images! 
Create a binary image using pixel blocks

Players:   1
Length of the game: ca. 15 min. 
You will need:   Board, templates for game 2 (with colored frame), all the little 

black and white pixel blocks

In this game, 4 different images are shown as binary images, i.e. in black and white. 
The codes are shown on the template: 0 for white and 1 for black. When placing the 
codes, players “translate” them and will soon notice that it‘s really easy to make an 
image!

The aim of the game is to re-create the templates correctly and produce a binary 
image.

Preparation 
Place a template in the frame. The pixel blocks are ready.

How to play 
The player places the pixel blocks on the template so that there is a white pixel on 
every 0 and a black pixel on every 1. Gradually, an image will appear. As they place the 
blocks, the player might like to guess what the image will be. Once the frame is full of 
pixels, a complete image should have appeared. The player can also compare the image 
with the solution card to check that they have got it right. The frame of the solution 
card is the same color as the template.

If they wish, the player can carry on and make another template.

The game is more difficult if the template is not in the frame and the pixel blocks are 
placed in it.

Game idea 2

As a computer is a machine and doesn’t know which pixel goes where, a programmer 
has to write a program that tells the computer where to display each pixel. The pro-
grammer does this using orders called codes. The simplest way of representing images 
uses binary images. Bi means two, so a binary image is only comprised of codes – ones 
and zeroes. It is written in an encoded form. If 0 stands for “white pixel” and 1 for 
“black pixel”, this creates a program for a black and white image.

Template card:

Solution card:

 “Pixels and Resolution” – The Facts
The term “pixel” is a made-up term that combines the words “picture” and “element”. A 
pixel refers to the smallest visible element in an image. It is usually shown as a 
rectangular shape, with a loosely defined edge length. The size of a pixel is variable 
and is determined by inputting the file resolution.
To display an image that is 20 pixels wide and 10 pixels high, 200 pixels are required 
(i.e. 20 x 10). An image on an standard digital camera is usually composed of a million 
pixels (1 megapixel) or more. As a general rule, the more pixels are used to represent 
and store the information relating to an image, the sharper the image will be. In old 
computer games like Pacman, you can actually see the pixels, the figures are very 
square, and the landscapes are simplistic and lack detail.

Cody

“Look, it’s a house!” shouts Pixi and looks at the image she’s made of 
black and white pixel blocks.
Cody nods and says, “And you‘ve worked just like a computer:  
You have decoded, i.e. deciphered, the codes and this created the 
image.” “That really isn’t that complicated!” says Pixi. “So the computer 
program for a binary image just consists of zeroes and ones. The computer then 
knows where it is supposed to display white, and where black...but I want the roof to 
be red.” “Then you need to program red,” says Cody.
“Yes, I know,” says Pixi. “But if the computer only knows 0 and 1 and these are black 
and white, what do I do?”
“Then you think of a code for red, for example 0100. However, this now means all 
codes have to have four digits. So white is now 0000.”
“And dark green is 1010,” says Pixi. “OK, yellow is 0001 and orange...”
Pixi has really got the hang of it, and thinks of a code for each color. It’s simple. 
What takes the time is then allocating the code to exactly the right square in which 
the corresponding pixel block will later be placed.
But Pixi is determined. Shortly afterwards, she has created an impressive template, 
which she shows to Cody. She grins and says, “So, brother, do you reckon you can 
crack my binary codes?”

Cracking binary codes 
Deciphering binary codes using pixel blocks

Players:   1
Length of the game: approx. 20 min. 
You will need:   Board, templates for game 3 (with colored frame), all the little 

black and white pixel blocks

In this game, the 11 colors of 4 different images are shown as 11 different sequences 
of zeroes and ones – binary codes. There are four-digit codes made up of zeroes and 
ones on each template. Each code represents a specific color.

The aim of the game is to re-create the templates correctly and produce a colored 
image using the codes.

Preparation 
Place a template in the frame. The pixel blocks are ready.  
The decoding template is also ready.

Game idea 3

Owl

Lighthouse

Mushroom

Hot air 
balloon

Solution cards: 

This is my  
decoding template.

Pixi
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How to play 
The player places the pixel blocks on the template in the frame. They put the white 
pixel blocks on the “0000” squares, the yellow ones on the “0001” squares, etc. The 
player works out which colored pixel goes in which square on the template by using 
the decoding template.

The color codes on the decoding template need to be used to ensure that the images 
look exactly like the high-resolution version.

How does decoding work? 
There is a four-digit code in each field on the template. The player looks at the code 
and compares it with the codes on the decoding template. When they have worked 
out the code for each color, they have “cracked” it.

The player then takes a pixel block in that color and places it on the template field in 
the frame.

They then “crack” the code in the next field... An image will gradually appear, made up 
of lots of colored pixel blocks. As they place the blocks, the player might like to guess 
what the image will be. Once the frame is full of pixels, a complete image should have 
appeared – slightly “pixelated”, but still recognizable. The player can check using the 
solution card that they have correctly placed the pixels. The top right-hand corner of 
the solution card shows the same colored pixel as the template.

The game can be made easier by using the templates that show the colored number 
ones rather than the four-digit binary codes. These templates do not use correct 
binary codes, so the “code-cracking” element is not present. However, their simplified 
method does show how codes become pixels, and pixels then become images.

The game can be made more difficult if the player uses their own decoding 
template. They choose a code themselves to allocate to each color. To make it easier to 
see which code they have allocated to which color, they place a large pixel block of the 
corresponding code color on the decoding template, e.g. a red block on the code 0001: 
this means that the code that previously represented “yellow” now stands for red. 
When it’s finished, the image will look different from the image on the solution card, 
but if the player has placed the pixels correctly, it will be the same image, just with 
different colors. The idea behind this version of the game is that it’s up to the 
programmer to choose the information (i.e. the color) allocated to each code. In this 
version, therefore, the player is the “coder” and someone else is the “decoder”.

Variation: Create your own image! 
The player creates their own template, just like Pixi did for Cody. To do this, an empty 
template is used. You can find the template copy at the end of these instructions on 
pages 26-27.

The player creates an image using pixel blocks. Then, they transfer the decoding 
template’s color codes for each pixel into the empty template. When they have 
finished, they give it to another player, who then tries to crack the code and re-create 
the image.

Attention: This game requires significant dexterity and concentration. It is more 
suitable for older children.

The game is easier if a binary image using 1 and 0 is created.

Template cards:

Solution card:

Easy version:

Cody has done it. He has cracked Pixi’s codes and re-created the image 
exactly as it should be.

“Well done!” says Pixi. “Good job, brother.”

“You too,” says Cody. “The codes you allocated were really good! You wrote 
a kind of computer program for this beautiful image.”

“Yes, I did”, says Pixi, smiling.

“We learned loads today, didn‘t we? What a binary code is and how to program and 
decode...fortunately, though, I’m not a computer. And neither are you, Cody. So let‘s 
go outside and play. Winner gets there first!”

 “Binary Images” – The Facts

When digitally representing information, the smallest unit of data is called a bit. Bits 
are the elements of the binary numbering system, and can have a value of 0 or 1. It is 
this concept that the pixel games are teaching: If the value is 1, the field is black, if it 
is 0, the field isn’t black.

A pixel image composed only of black and white pixels is called a binary image.  
A binary image is the simplest form of what are called raster graphics.

These are digital images where the image information is provided by assigning each 
value to x and y coordinates. In binary images, there are only two possible values. 
Grayscale images and color images contain more information. In these, several bits  
are needed for each pixel to indicate which gray / color should be shown. With 8 bits, 
256 different values can be represented (for more information on this, see “Binary 
Codes – The Facts”).

Files that end with “.pbm” are binary images like this, with “pbm” standing for 
“portable bitmap”. This means that image information stored in this way can be 
exchanged between different computers and programs. For color images (but not 
photos!), the format “png” (Portable Network Graphics) is used. Photographs are 
normally stored as “jpg” (Joint Photographic Experts Group). They use a variety of 
methods to maintain the detail in the photos, while at the same time minimizing  
the amount of storage space needed.

As well as raster graphics, there are also vector graphics. In these, the information  
in an image is not stored in a fixed raster; instead, mathematical formulae are used  
to represent the image information.

When you enlarge raster graphics by more than 100%, they become pixelated,  
but vector graphics don‘t as the image is “calculated” for each size.
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Templates ∙ 空白模板

Note: For this game, the size of the template needs to be doubled. 

提示：需将本模板放大至原尺寸的两倍，才能在游戏中使用。
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提示：需将本模板放大至原尺寸的两倍，才能在游戏中使用。
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Made in Germany

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。 


