レゴ® WeDo 2.0
クイックスタートガイド
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レゴ® WeDo 2.0をはじめよう。
プログラミングを始める前に、事前準備を行います。

STEP 1

WeDo 2.0の事前準備

①箱を開けて中身を確認する

②分類シールを使ってブロックの仕分けをする

箱を開けて中身がすべて入ってい
るか確認をします。すべてのパー
ツは小袋に入っています。

付属の分類シールを仕分けトレイ
の対象箇所側面に貼ります。箱の
中の台紙の裏に、パーツの分類方
法が図示されています。

STEP ２

シールおよび台紙にしたがって、
ブロックを仕分けします。
注）図示されていないブロック類
は青の箱にそのまま入れます。

WeDo 2.0アプリの準備

①タブレットPCへのインストール
使用するOSに合ったもの
選択し、「アプリを入手す
る」を選択し、インストー
ルします。

https://education.lego.com/ja-jp/downloads/wedo-2/software

アプリのインストール（Windows 10/8/iOS/Chrome/Android)
タブレットまたはPCでインター
ネットへ接続し、専用サイトから
アプリをインストールします。

＜Windowsの場合＞
外部サイト（マイクロソフトストア）へ移動します。マイクロソフトス
トアからダウンロードする際にマイクロソフトのアカウント（無料）が必
要になります。
＜iOS・Chrome・Androidの場合＞
外部サイトへ移動します。各サイトの専用ストアよりダウンロードする
際に各ストアのアカウント（無料）が必要になります。

アプリexeファイルのダウンロード（Windows 10/7/Mac OS)

対象OSを選択後
（Windows 10/7/Mac OS)、
「ダウンロード」を選択。

＜ダウンロード方法＞
①対象OSを選択し、exeファイル（インストーラー）をタブレットPCへダウ
ンロードします。
②ダウンロード後、インストーラーを展開し画面の指示に沿ってアプリをタ
ブレットPCへインストールします。
ト＞ POINT
セキュリティ等でダウンロードができない場合は、セキュリティがかかっていないPC等でファイルを
ダウンロードし、その後対象ファイルをUSB等で使用タブレットPCへ移動しファイルを展開してくだ
さい。
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STEP 3

授業前準備（初めてアプリを開く場合）

①スマートハブに電池を入れる

ハブの白いふた部分を強くスライ
ドさせ、別売りの単3電池2本を入
れて再びスライドさせふたを閉じ
ます。

右上の

マークをタップします。

②アプリを開いてBluetooth接続画面を表示させる

アプリを開いて×印でイントロダ
クションを閉じます。

「+」マークをクリックします。

ソフトウエアにでてくる画面指示に沿って、スマートハブの緑色のボタン
を押します。

③タブレットPCとスマートハブをBluetoothで接続
POINT

Bluetooth接続はBluetooth 4.0 LEが必要。
WeDo2.0はタブレットPCとBluetooth
4.0 Low energy という規格で通信しま
す。本規格が付属していない端末では
通信ができません。本規格が付属して
いない端末では専用ドングルを使用し
ての通信をお願いしております。
※ドングル規格詳細はお問い合わせください。

出てきた名前を確認します。
（初期設定はLPF2 Smart Hub 2 I/O）

POINT

選択後、接続が完了するとスマー
トハブが青色に点灯します。

複数のスマートハブを識別できるように、番号や名前を振る。

複数台のWeDo 2.0を授業で使う際に、どれがどのタブレットPCに接続されているかをわかりやすくするため、事前にスマートハブ
（WeDo 2.0パッケージも含む）に番号や名前を振っておくと便利です。
ハブにつけた番号や
名前をWeDo 2.0の
パッケージにも貼っ
ておくと管理が便利。
接続画面上のえんぴつマー
ク（矢印箇所）を押します。

ハブの名前を初期設定のも
のから、番号など識別でき
るものへ変更します。

接続させたスマートハブ本
体にシールなどで同じ名前
を付けます。
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レゴ® WeDo 2.0アプリの理解。
40時間以上の多彩なプロジェクトを掲載したWeDo 2.0 アプリ。
①WeDo 2.0 アプリメイン機能

WeDo 2.0 アプリの各アイコン（機能）
ホームアイコン
ロビー画面にもどります。（TOP画面に戻る）

プロジェクトライブラリアイコン
授業でつかえる多彩なプロジェクト一覧を表示します。
デザインライブラリアイコン
組み立てモデル図やプログラミング例を表示します。
キャプチャツールアイコン
デバイスのカメラ機能に接続し撮影ができます。
マイクアイコン
音声を録音することができます。
ノートツールアイコン
WeDo 2.0アプリを使った発表ツールを使用できます。

POINT

授業で役立つ多彩なコンテンツ
授業で役立つ40時間以上の多彩なプロジェクトのほか、子ども
たちの興味を引き付ける動画などを掲載しています。

②WeDo 2.0 プログラミング操作画面

ヘルプアイコン
各アイコンやプログラミングブロック機能の説明を
確認できます。

各種センサーは数値で確認できます
マイクセンサー

指で簡単に
ドラッグ＆
ドロップ

WeDo 2.0本体ではなく接続しているデバイ
スのマイク機能を活用。閾値が8を超えた場
合、条件が発動します。
チルトセンサー
傾きを数値で表示。
モーションセンサー
距離を数値で表示。
モーター
モーターパワーを通知で表示。

POINT

ビジュアル型プログラミングで使う人を選ばないプログラミング教材です。
アイコンをドラッグ＆ドロップするだけの簡単、直感的でわかりやすいソフトウエア。
文字を使わないプログラミングアイコンを使用し、センサーやモーターなど絵で表されているため、直感的に操作でき低学年の
お子さまからご使用いただけます。
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カンタン操作のプログラミングアイコン。
直感的に操作できるプログラミングアイコンがレゴ® WeDo 2.0の最大の特徴です。

分類①

動作アイコン（モーターブロック）
モーター出力ブロック

モーター On 時間ブロック

モーターのパワーを0~10まで設定
できます。例：「４」４のパワーで
モーターを回す。

設定した数値の間だけモーターを回
します。例：「３」モーターを3秒
間回す。

モーター Off ブロック

モーター左回転ブロック

モーターの回転を止めます。

モーターを左回転させる。
アイコンをタップすると逆回転に変
わります。

モーター右回転ブロック
モーターを右回転させる。
アイコンをタップすると逆回転に変
わります。

分類②

LEDアイコン（LEDブロック）
ライトブロック
スマートハブのLEDライトの色を変
更できます。（0~10の指定の値で
色を変更）

分類③

音声アイコン（サウンドブロック）
サウンドを再生
サウンドを再生します。（0~28の
指定の値でサウンドを選択）
０は自分で録音したサウンドの再生
ができます。
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カンタン操作のプログラミングアイコン。
直感的に操作できるプログラミングアイコンがレゴ® WeDo 2.0の最大の特徴です。

分類④

分類⑤

ディスプレイアイコン（表示ブロック）
ディスプレイ表示ブロック

表示ブロック

写真を表示します。（0~28の指定
の値で写真を選択）０は白紙を表示
します（ホワイトキャンバス）

入力した数字またはテキストをディ
スプレイエリアに表示します。

足し算ブロック

引き算ブロック

指定した数値をディスプレイ上で足
していきます。ブロックをタップす
ると引き算→掛け算→割り算とブ
ロックが変わります。

指定した数値をディスプレイ上で引
いていきます。ブロックをタップす
ると掛け算→割り算→足し算とブ
ロックが変わります。

掛け算ブロック

割り算ブロック

指定した数値をディスプレイ上で掛
け算していきます。ブロックをタッ
プすると割り算→足し算→引き算と
ブロックが変わります。

指定した数値をディスプレイ上で
割っていきます。ブロックをタップ
すると足し算→引き算→掛け算とブ
ロックが変わります。

ディスプレイ オフ ブロック

全画面表示

表示しているディスプレイを閉じま
す。ブロックをタップすると画面の
サイズを変更できます。

表示しているディスプレイサイズを
変更します。タップすると画面のサ
イズを変更できます。

入力アイコン①（モーションセンサー）
距離の変更

モーションセンサー入力

「センサーの前で物の動きを感知し
たら」という条件を入力するアイコ
ンです。

センサーが感知した距離（数値）を
プログラムに入力します。

距離の変化 – 近づく

距離の変化 – 遠くなる

「センサーに物が近づいたら」とい
う条件を入力するアイコンです。

「センサーから物が離れたら」とい
う条件を入力するアイコンです。
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カンタン操作のプログラミングアイコン。
直感的に操作できるプログラミングアイコンがレゴ® WeDo 2.0の最大の特徴です。

分類⑥

分類⑦

入力アイコン②（チルトセンサー）
その他のかたむき

あちら方向のかたむき

「チルトセンサーがいずれかの方向
に動いたら」という条件を入力する
アイコンです。

「センサーがあちら方向にかたむい
たら」という条件を入力するアイコ
ンです。

こちら方向のかたむき

下方向のかたむき

「センサーがこちら方向にかたむい
たら」という条件を入力するアイコ
ンです。

「センサーが下方向にかたむいた
ら」という条件を入力するアイコン
です。

上方向のかたむき

水平ブロック/チルトセンサー入力

「センサーが上方向にかたむいた
ら」という条件を入力するアイコン
です。

「センサーが水平になったら」とい
う条件、またはセンサーが感知した
数値を入力します。

入力アイコン③（入力ブロック）
数字入力

テキスト入力

数字をプログラミングブロックに入
力します。例：繰り返しの回数、
モーターパワー設定など

テキストをプログラミングブロック
に入力します。

サウンドセンサー入力

ディスプレイ入力

デバイスの収音機能を活用しサウン
ドセンサーを使用できます。

ディスプレイエリアに表示する数字
を入力します。

ランダム入力

ふきだしブロック

ランダムの数値を入力します。（乱
数）

プログラムにコメントを残します。
プログラミングブロックではありま
せん。
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カンタン操作のプログラミングアイコン。
直感的に操作できるプログラミングアイコンがレゴ® WeDo 2.0の最大の特徴です。

分類⑧

条件アイコン（フローブロック）
スタートブロック

キー操作スタートブロック

プログラムをスタートさせるための
スタートブロック。

複数のプログラムを同時にスタート
させるためのスタートブロック。

メッセージ送信ブロック

メッセージ受信スタートブロック

作成したプログラミングの続きを
メッセージ受信スタートブロックに
送信します。（数値かテキストの入
力アイコンを付けて固定の送信メッ
セージとします）

メッセージ送信ブロックからメッ
セージを受信し続きのプログラムを
スタートします。（数値かテキスト
の入力アイコンを付けて固定の受信
メッセージとします）

待機ブロック
プログラムに何か待つように指示し
ます。時間やセンサー使用した入力
が必要です。例：1秒まったら.../物
が近づいたら...

POINT

メッセージ送受信ブロックの使用方法
条件分岐
1.
2.
3.

反復ブロック
作成したプログラミングを囲うこと
で動作を繰り返します。繰り返す回
数を数値で入力することで繰り返す
回数を制御できます。

プログラムをスタートします。
モーションセンサーによる条件をメッ
セージで送信します。
条件①：もしセンサーの数値が８の場合、
モーターを左回り。
条件②：もしセンサーの数値が５の場合、
モーター右回り
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