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団体問合せ先

（受付時間　11:00～18:00 /土日・祝日、年末年始休み）
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学校団体様へのご案内

順序立てて考える力、ものごとを解決する力を学ぼう！

下見予約フォーム

学校関係者様先生の下見

完全無料ご招待！
最新の校外学習施設として注目を集めている

REDEEを視察に来ませんか？

ご予約の学校様には
「ITリテラシー学習シート」
プレゼント！



2020年度団体来館実績

※大阪府内からは、大阪市・吹田市・寝屋川市・高槻市・八尾市・堺市など近隣の学校様から全府にわたり、また京都府・滋賀県・
　奈良県・和歌山県・兵庫県・広島県・福井県・沖縄県・北海道など、ご予約・お問い合わせは全国に広がっております。

■小学校(公立)
■小学校(私立)
■中学校(公立)

100名様
  60名様
  60名様

■中学校(公立)
■高等学校 (私立)
■高等学校 (私立)

150名様
250名様
350名様    他

学校だけでは

体験できないことが

いっぱい！

コンテンツ内容（レベル別）のご紹介

おすすめの学習内容のご紹介

REDEE　～体験学習施設としての役割～

REDEEにご来館いただいた学校様のお声

REDEEのコンセプトである「ゲームを学ぶ、ゲームで学ぶ」の概念は、体験学習の立ち寄り施設として、全く新
しい体験を提案します。体験学習としては教育的な施設であることはもちろん必要ですが、「興味」がなければ
受け入れてもらえない体験となってしまいます。REDEEは、eスポーツ、ゲーム、動画作成・配信といった子ども
たちが今一番「興味」のあるテーマから入り、新たな視点でテクノロジーに触れ、就業機会の発見とキャリア教育
といった体験を実現します。

教育段階・習熟度に応じたプログラミング学習内容をご提供

学校団体様推奨
おすすめコンテンツプログラミング体験教室

校外学習 日帰り
学習

修学旅行の
立ち寄り

レクリ
エーション
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子どもの興味と教育的体験の両方が実現可能

■ e スポーツを通じてコミュニケーション能力の育成　
■ ゲームに携わったハイテクノロジーを学ぶ
■ 就業機会の発見と体験　

マイクロビット スクラッチ マインクラフト

■  席数：LEGO(35席) ／その他のコンテンツ (２４席) ※ コンテンツにより席数が異なります。予めご了承ください。

初 級コンテンツ名

プログラミング
ルーム

教育用のマイコンボードです。
PCと接続し、プログラムをドラッグ
アンドドロップで書き込むことが
可能です。

「スクラッチ」というプログラミング
言語を使用し、簡単な入力とマウス操作
で、ブロックをつなぎ合わせながらプロ
グラムを組み立てるのが特徴です。

世界で最も遊ばれているゲームの
マインクラフト。自由度の高いワールド
で冒険しながらプログラミングの基礎
知識を学ぶことで、発想力や創造力を
培うことができます。

プログラミングとはの触りの
部分から基礎を学ぶ。
ハートや花火を表示させる。

中 級 上 級

 ■ 所要時間：45分

基礎の部分に加えて実際に
ゲームを作成するところまでを
体験。

 ■ 所要時間：45～60分

初級・中級で学んだ内容に
加えて、ゲーム制作を行い実際
にコードの入力まで行う。

 ■ 所要時間：45～60分

プログラミングとはの触りの
部分から基礎を学ぶ。
キャラクターを動かす仕組みを
学ぶ。

 ■ 所要時間：45分

基礎の部分に加えて乱数や条件
分岐などを活用したゲームを
作成するところまでを体験。

 ■ 所要時間：45～60分

初級・中級で学んだ内容に
加えて、変数なども用いた
ゲームを制作する。

 ■ 所要時間：45～60分

プログラミングとはの触りの
部分から基礎を学ぶ。
マイクラの世界でプログラミング
の仕組みを学ぶ。

 ■ 所要時間：45分

基礎の部分に加えてより複雑な
プログラムを学ぶ。ループ処理
などを活用したプログラミングで
壁の自動生成を行う。

 ■ 所要時間：45～60分

初級・中級で学んだ内容に
加えて、プログラムでゲーム内
のロボットを動かし建造物の
自動生成を行う。

 ■ 所要時間：45～60分

プログラミングとはの触りの
部分から基礎を学ぶ。
車を組み立ててプログラミング
で動かす。

 ■ 所要時間：45分

基礎の部分に加えてよりセンサー
などを活用したプログラミングを
学ぶ。

 ■ 所要時間：45～60分

習熟度に合わせて、オリジナルの学習内容のご提案も可能です。ぜひご相談ください。
特にご要望がない場合は、学校でのプログラミング学習経験の有無や年代に合わせて教室の実施をさせていただきます。
(各コンテンツ、学習体験のご利用は全て入館料に含みます )

マイクロビット

プログラミング
ルーム

スクラッチ

プログラミング
ルーム

プログラミング
体験エリア

LEGO

2020年にオープンしました、体験学習施設「REDEE」。学校様より続々とお声をいただき、日々進化しております。

REDEE が学習施設として選ばれる理由

プログラミング体験はさせて
よかったです。将来的にプログ
ラミング学んだ世代と一緒に
仕事をすることになると伝える
と、自分も少しは知っておく必要
があると感じたようです。

メインアリーナでクラス対抗の
大会をしていただき、生徒も盛り
上がり大変喜んでおりました。

自由時間に子ども達が自分で選
んで体験しました。自分の興味
のあることをしているときが、
一番キラキラしていました。

ご来館学校様
コメント コメント コメント

ご来館学校様 ご来館学校様

マインクラフト
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講師 : 古川速人 他

学校団体様限定 オプションのご紹介

eスポーツ施設に来訪するが、
eスポーツとは何か説明するのは難しい…
そんな漠然としたお悩みは
ございませんでしょうか。

私たちは、世界的に注目されているeスポーツを
現代の若者に正しく伝えていきたいという想いが
あります。そしてeスポーツの魅力を知ることで、
一人ひとりの世界を広げ、これからの職業選択の
幅を広げるお手伝いをしていければと考えます。
そこで、学校団体様限定オプションとして、
「REDEE eスポーツセミナー」を
実施されてみるのはいかがでしょうか。

特別セミナー実施のご案内

「 REDEE　eスポーツセミナー」
～全世界が熱狂する eスポーツの魅力とは～

テーマ

●  特別セミナー実施条件   　100名以上の団体様限定無料

※ セミナー内容のご指定はいただけません。

講師 : 古川 速人 他

● セミナー時間  　　　　　　　1回 /約30分
※ 開催時間については事前にご相談ください。
※ セミナー開催場所の収容人数が一度に７０名の為、当日開催を分散して実施します。

eスポーツとは何か？ eスポーツの何が
魅力的なのか?

 eスポーツに関わる
職業とはなにか?

教育コンテンツ 事前学習セミナーのご紹介

更なる学習効果アップとして
事前学習セミナーとの組み合わせ

特別セミナーは、100名以上の団体様に限り無料で実施させていただきます

プロeスポーツ選手
清水 天斗 他

事前学習を体験していただいた学校様のお声

REDEEでは滞在時間が限られているので、学校でプログラミングの授業を
して頂いて助かりました。また教員の学びにもなりました。

ご来館学校団体様  コメントその１

内容や難易度の相談にも乗って頂けて、本校の生徒に合った授業をして頂いた
のでよかったです。

ご来館学校団体様  コメントその２

REDEE教育コンテンツ講師による事前学習セミナーをセットで行うことで、体験学習効果を高めることが期待できます。

事前学習
セミナー

REDEEでの
実践・体験

・事後学習
・経験活用
（将来）

・プログラミングの初歩を学習
・スクラッチで簡単なゲームを作ってみよう！
・セミナー「eスポーツとは」/プロeスポーツ選手による講座
※ 内容については、ご要望をヒアリングさせていただきます。
※ 事前学習は有料オプションとなります。 
※ご希望に合ったカスタマイズが可能です。

セミナーメニュー項目例

悩こんなお　　みはありませんか？

お気軽に

ご相談くださ
い！

遠方からの来館で、
滞在時間に限りがある

生徒たちの習熟度に
合っているのかわからない

プログラミングを学ぶキッカケを
作って理解度を深めたい

STEP1

事前授業実施

STEP3

REDEE体験

2～3時間

STEP2

各自テーマ決定 事前学習

STEP4

事後学習 経験活用

● スケジュールイメージ

1ヶ月前からでも
プラン可能です。

今なら、事前学習用の「ITリテラシー学習シート」無料プレゼント中！
※ご予約済みの学校（小学校・中学校）様、データ提供のみ



出入
自由

日本最大級のデジタル教育施設
でゲームを学ぼう！

「REDEE」は、子供たちがゲームの体験を通じて広範な知識・スキルを獲得するための施設です。
ゲームとの関わり方、異なる背景を持った他者とのコミュニケーション、科学技術の知識を育みます。
「REDEE」は不確実な未来を生きるために学ぶ場所、そして準備（Ready）する場所を提供します。

プロゲーマー体験 (アリーナ)6
日本最大級スクリーンがあるアリーナで「REDEE World Championship」
の決勝戦を疑似体験。プロゲーマーになりきって、ゲームプレイから
インタビューまで特別な経験ができます。

ドローン体験エリア（飛行・陸上型）7
あらかじめプログラムが組まれたドローンを体験したり、実際にドローン
を操縦することができます。また「飛行型ドローン」と「陸上型ドローン」が
あり、ドローンゲージ内で安全かつ自由に操作することができます。

プログラミングルーム1
マインクラフト/スクラッチ/マイクロビットなど学年に合わせた授業内容で
プログラムの基本構造を学ぶことができます。プログラミングの仕組みを
講義形式で理解してもらうための学習エリア。

プログラミング体験エリア2
ブロックを用いたロボットの組み立てや、操作を体験できます。自主
学習型の開放スペースで、自由な発想で柔軟な考え方や、ものごとを
解決する力など、プログラミング的思考を育みます。

超没入型VR体験エリア3
日本初導入「KATWALK」を用いたVR体験。
最先端VRでゲームの世界を
楽しむことができます。

4
サードウェーブのゲーミングPCを用いて様々な
ゲームをプレイすることができます。最新PCの
他、プロ仕様のゲーミングチェアも体感できます。

YouTuber体験エリア5

HTC VIVE VRエリア8
「音ゲー」×「シューティングゲーム」の
新感覚のVRを体験できます。

ガレリアラウンジPC体験エリア カフェエリア

約50席あるゆったりと
した空間で休憩すること
ができます。
FREE WiFi・充電可能。

4

10
3

6

8

5

YouTuber になって動画制作の基本を体験。
iPadを使用した撮影・編集で動画作成の
流れを楽しみながら学ぶことができます。

エレベーター
車イスを2台同時に乗せられる大型
のエレベーターで、フロア間を移動
できます。

救護室
急な体調不良や、プライバシーが
必要な際は、ベッドがある救護室を
ご利用いただけます。

多目的トイレ REDEE エントランス 駐車場
車イスでも快適に利用していただ
けるオストメイト対応のトイレを
設置しています。

大人数が集合できるスペースが複数
あります。

大型バスご利用の場合は、隣接の万博
記念公園の駐車場をご利用ください。

●ガレリアラウンジPC体験エリアでは、ゲーム体験をするためにアカウント作成が必要となります。
●超没入型VR体験エリア・HTC VIVE VRエリアでは、身長制限、体重制限がございます。
　以下の方はご利用いただけません。
　■身長140cm未満または195cm以上の方 /■体重130kg以上の方 /■車イスご利用の方
●各コンテンツには人数制限、体験可能時間がございます。予めご了承ください。
●各コンテンツごとにスタッフが内容や注意事項などを説明します。
●コンテンツによってはタイムスケジュールがあり、入替えでのご案内になります。

ご利用案内と注意事項
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席数 目安
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観客席数

�
体験席数 目安

�台 5

台数 目安

�組 60

席数 目安

��
席数

� 15

台数 目安

出入
自由

● 身長制限 140cm未満不可 /体重制限 130kg 以上不可
● 車イス不可

● 個人アカウント作成必須

マイクロビットとはイギリスで生まれた世界中で人気の初心者向け
プログラミング教育用コンピュータです。光、温度、動きのセンサー等
様々な機能がついています。

�� 45

席数 目安

Emotorsports
Stadium

Boot Campプロ練習ルーム9
プロゲーマーさながらの環境でフリー対戦
を楽しもう。

出入
自由

★フリーエリア
自由に体験できます。

1

★

★

★

2

7

カフェエリア

FREE  WiFi 携帯充電OK

9

●身長制限 140cm未満不可

� 12

席数 目安

★

サブシアター（セミナー）10
eスポーツとはどのようなものであるか。
講師によるセミナーで、eスポーツの理解
を深めることができます

��
席数

��
席数



プログラミングを軸としたモデルプラン

MODEL PLAN
　PLAN-1

所要時間：約2時間

約50名様 モデルプラン

１

スケジュールに合わせてオリジナルプランを作ることができます。
体験コンテンツ数や滞在時間を増やしたい、ゆっくりと自由に過ごしたいなど、
スケジュールに合わせたプランは何通りでも自由に組み合わせて作ることができます。

プログラミング学習     と   プログラミング体験　 の両方を体験できるプランとなります。

プログラミングを軸としたモデルプラン
　PLAN-2

約100名様 モデルプラン
プログラミング学習     もしくは   プログラミング体験　 のどちらか一つを選択して体験できるプランとなります。

11:00 REDEE 入館

● 席数24席　
● PC24台

13:00

● 席数35席　
● PCと
　タブレット設置

※代表者様人数申告とお支払い手続き開始

11:45

12:30

Aチーム Bチーム

プログラミングルーム プログラミング体験エリア

MODEL PLAN 所要時間：約2時間2

11:00 REDEE 入館

13:00

※代表者様人数申告とお支払い手続き開始

REDEE退館

11:45

12:30

など

さらに時間に余裕がある場合は、再入館などを利用して体験を続けることもできます。

EXPOCITY敷地内で自由行動 ※当日何度でも再入館可能
REDEE 再入館

Aチーム Bチーム Cチーム Dチーム

プログラミング
ルーム

プログラミング
体験エリア 自由行動・移動時間

自由行動・移動時間

● 席数35席　
● PCとタブレット設置

プログラミング
体験エリア

● 席数24席　
● PC24台

プログラミング
ルーム

��
体験人数 所要時間

��
体験人数 所要時間

�� 45

体験人数 所要時間

�� 45

体験人数 所要時間

プロゲーマー体験（アリーナ）

● 席数35席　
● PCとタブレット設置

��
体験人数

�� 45

体験人数 所要時間

● 席数24席　
● PC24台

��� 30

体験人数 所要時間

プロゲーマー体験（アリーナ）
希望者がプロゲーマー体験。
全員で観戦。
●   対戦席2席／観客席258席
※グループ対抗でトーナメント戦もできます。
※車イスで観戦する場合は、前方位置でのご案内となります。
※他のお客様の体験の様子を観戦することもできます。

希望者がプロゲーマー体験。
全員で観戦。

●   対戦席2席／観客席258席
※グループ対抗でトーナメント戦もできます。

���� 30

体験人数 所要時間
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集合写真撮影
おすすめスポット
※撮影提供はなし

● プラン作成時には、各コンテンツの利用制限・同時体験可能人数・タイムスケジュールにご注意ください。  ※２～３、6～7ページをご参照ください。
● モデルプランはあくまでイメージとなります。集合時間や移動時間は加味しておりません。
     また、コンテンツごとに入替え準備でお時間を頂く場合がございます。予め余裕のあるスケジュールをご検討ください。
● 体験内容や座席数についてご質問がある場合は、お問い合わせください。

■ プラン作成にあたって

※モデルプラン はイメージです。移動時間や入替え時間の発生は加味しておりません。   

など

さらに時間に余裕がある場合は、再入館などを利用して体験を続けることもできます。

EXPOCITY敷地内で自由行動 ※当日何度でも再入館可能
REDEE 再入館

※モデルプラン はイメージです。移動時間や入替え時間の発生は加味しておりません。   

先生も生徒と一緒に対戦。
盛り上がること間違いなし！

REDEE退館

集合写真撮影
おすすめスポット
※撮影提供はなし

45
45

45

プログラミングルーム

● 席数24席　
● PC24台��

体験人数 所要時間

45

所要時間

プログラミング体験エリア

● 席数35席　
● PCとタブレット設置�� 45

体験人数 所要時間

所要時間

館内にあるお好きなコンテンツをご体験ください。
コンテンツ体験に不安がある場合は、スタッフにお尋ねください

館内にあるお好きなコンテンツをご体験ください。
コンテンツ体験に不安がある場合は、スタッフにお尋ねください



目的に合わせて 「REDEE」を体験
お子様の興味や年齢に合わせてテーマを決めたプラン設定ができます。

eスポーツ体験

ガレリアラウンジPC体験エリア

プロゲーマー体験

日本最大級スクリーンがある
アリーナで eスポーツ大会の
決勝戦を体験

HCT VIVE VRエリア

最新のデバイスにふれる
ことで、高度なデジタル
知識を学ぶことができる

YouTuber 体験エリア

なりたい職業ランキング上位の
YouTuberってどんな仕事？

Bチーム

プログラミング体験エリア

MODEL PLAN 所要時間：約3時間３

多人数大型学校様モデルプラン
　PLAN-3

約300名様 モデルプラン 支援学校団体様モデルプラン　PLAN- 4
少数人数 モデルプラン

お子さまの興味がありそうなコンテンツを軸にプランを選ぶことができます。8つのチームに分かれて、興味のあるコンテンツを選ぶプランとなります。

MODEL PLAN 所要時間：約2時間４

11:00 REDEE 入館 ※代表者様人数申告とお支払い手続き開始

13:00 REDEE退館

12:30

11:45

Aチーム

14:00 REDEE退館

11:45

13:15

Aチーム Bチーム Cチーム Dチーム Eチーム Fチーム Gチーム Hチーム

● 車イス可

● 時間短縮可
● グループ体験可
● 車イス可

YouTuber 体験エリア

自由行動・移動時間
館内にあるお好きなコンテンツをご体験ください。 コンテンツ体験に不安がある場合は、スタッフにお尋ねください

支援学校団体様へ
REDEE館内の移動はバリアフリーとなりますので安心してご利用いただけます。ただしコンテンツ
によっては利用制限や同時体験人数の制限がございます。車イスご利用の場合など、お申込み前に
事前にご確認ください。※館内設備については中面（2～3 ページ）をご参照ください。

プロ仕様のハイスペックな
ゲーミングPCでゲームができる

プログラミング
ルーム

��
体験人数 所要時間

10

プロゲーマー体験（アリーナ）
希望者がプロゲーマー体験。
全員で観戦。
●   対戦席2席／観客席258席
※グループ対抗でトーナメント戦もできます。  ※車イスで観戦する場合は、
前方位置でのご案内となります。 ※他のお客様の体験の様子を観戦することもできます。

��
体験人数

30

所要時間

45

所要時間

��
体験人数

45

所要時間

��
体験人数

※利用制限など詳細についてはお問い合わせください。

集合写真撮影
おすすめスポット
※撮影提供はなし

動画撮影と編集を体験。作成した動画はお持ちの
スマートフォンでデータがダウンロードできます。

自由な発想でブロックの組立てと
プログラミングを体験できます。
ものごとを解決する力など、プログラミング的
思考を養うことができます。

撮影方法や編集方法は、スタッフが丁寧に説明します。
広々としたスペースなので車イスでも安心です。

さらに時間に余裕がある場合は、再入館などを利用して
体験を続けることもできます。

など

さらに時間に余裕がある場合は、再入館などを利用して体験を続けることもできます。

EXPOCITY敷地内で自由行動 ※当日何度でも再入館可能
REDEE 再入館

※モデルプラン はイメージです。移動時間や入替え時間の発生は加味しておりません。   

※モデルプラン はイメージです。移動時間や入替え時間の発生は加味しておりません。   

職業体験

11

● 席数24席
● PC 24台

プログラミング
体験エリア

�� 4545

体験人数 所要時間

● 席数35席
● PC・
タブレット設置

��� 60

体験人数 所要時間

●   対戦席2席／観客席258席
※グループ対抗でトーナメント戦もできます。
※所要時間はあくまで目安です。

希望者がプロゲーマー体験。
全員で観戦。

集合写真撮影
おすすめスポット
※撮影提供はなし

プロゲーマー体験
（アリーナ）

12:30
プログラミング
ルーム

��
体験人数 所要時間

● 席数24席
● PC24台

プログラミング
体験エリア

�� 4545

体験人数 所要時間

● 席数35席
● PC/タブレット

���
体験人数 所要時間

希望者がプロゲーマー体験。
全員で観戦。

集合写真撮影
おすすめスポット
※撮影提供はなし

プロゲーマー体験
（アリーナ）

●   対戦席2席／観客席258席
※グループ対抗でトーナメント戦もできます。

60

11:00 REDEE 入館 ※代表者様人数申告とお支払い手続き開始

● 車イス可

サブシアター
（セミナー）

��
体験人数

● 席数70席
● 100以上の
　 団体様限定
　 （要相談）

Youtuber
体験エリア

�� 45

体験人数 所要時間

自由行動・移動時間

館内にあるお好きなコンテンツをご体験ください。
コンテンツ体験に不安がある場合は、スタッフにお尋ねください

自由行動・移動時間

館内にあるお好きなコンテンツをご体験ください。
コンテンツ体験に不安がある場合は、スタッフにお尋ねください

サブシアター
（セミナー）

��
体験人数

Youtuber
体験エリア

�� 45

体験人数 所要時間

● 席数70席
● 100以上の
　 団体様限定
　 （要相談）



参考：文部科学省 小学校プログラミング教育の手引（第三版）より

●料金表

通常料金

�����円 �����円 �����円
�����円 �����円 �����円

大人（高校生以上）

小・中学生一般

料金（表示は税込価格）

一日
体験

未就学児 無 料

障がい者料金 団体料金(20名様以上)

（18歳以上の大人の同伴が必要となります） ※未就学児の方は団体料金の対象人数に含まれません

営業時間

入館制限 ・未就学児は18歳以上の大人の同伴が必要となります。
・16歳未満の方は19時までのご利用となります。
　18歳以上の大人の同伴がある場合は21時まで可能。（最終入館は20時です）

〔全日〕11:00～20:00（最終入館は19:00まで）
※イベント開催等、日程によってはご予約できない場合がございます。

レッドホースコーポレーション株式会社　〒565-0826　大阪府吹田市千里万博公園2-1EXPOCITY内

2020年教育現場での必修科目として、プログラミング学習の導入

順序立てて
考える

試行錯誤
する

ものごとを
解決する力

今やコンピュータは我々の生活の様々な場面で活用されています。
溢れる情報のなかで、適切に選択し活用して問題を解決していくことが不可欠な社会が到来しつつあります。
コンピュータをより適切、効果的に活用していくためには、その仕組みを知ることが重要です。
コンピュータは人が命令を与えることによって動作します。
この命令が「プログラム」であり、命令を与えることが「プログラミング」です。

プログラミング教育は子どもたちの可能性を広げることにもつながります。
プログラミングの能力を開花させ、創造力を発揮して、起業する若者や特許を取得する子どもも現れています。
将来の社会で活躍できるきっかけとなることも期待できるのです。

このように、コンピュータを理解し上手に活用していく力を身に付けることは、あらゆる活動において、
コンピュータ等を活用することが求められるこれからの社会を生きていく子どもたちにとって、将来どのような
職業に就くとしても、極めて重要なこととなっています。
諸外国においても、初等教育の段階からプログラミング教育を導入する動きがみられます。

2020年 日本教育の変化


