
⼦どもたちが楽しくプログラミング的思考を⾝につけられる
無償のプログラミング学習プラットフォーム

当サイトはPC・タブレットでの閲覧を推奨しています。
また、ご利⽤いただくにあたり、本資料末⾴に掲載しているブラウザを推奨しています。
新着情報は公式ブログ（ http://line-entry-blog.line.me/ ）からご確認いただけます。
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LINE entry 公式サイト
https://entry.line.me/

http://line-entry-blog.line.me/
https://entry.line.me/


プログラミング学習プラットフォーム「LINE entry」
LINEみらい財団は、⼩学校におけるプログラミング教育必修化の流れを受け、教育現場の⽀援
や、未来のデジタル社会をより良いものにするための担い⼿育成を⽬指し、2019年より無償の
プログラミング学習プラットフォーム「LINE entry」を提供しています。「LINE entry」は、
放送⼤学、千葉⼤学、LINEみらい財団等により共同で開発しており、⼦どもたちは楽しく学べ、
教員の⽅々にとっては使いやすいものを⽬指しています。学校だけでなくご家庭での⾃主学習
にも活⽤いただけます。
※詳細はこちら︓https://youtu.be/YNaU9IUlPqo

インストール不要︕
ビジュアルプログラミング⾔語

を採⽤

オリジナル教材
そのまま授業に活⽤できる
教科・学年別に⽤意された

教材を無償提供

▼投影⽤資料

▲指導者⽤
ガイドブック

オンライン出前授業
LINE entry オフィシャル

インストラクターが、
無償で授業をサポート

児童へ向けて

LINE entryを⽤いた
授業を実施

先⽣⽅へ向けて
LINE entryを⽤いた

シミュレーション授業を実施
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ソフトウェア

すべての⼦どもに質の⾼いプログラミング学習環境を︕
「LINE entry」では、直感的にプログラミングが学べるビジュアルプログラミング⾔語のソフ
トウェアや、教員の皆さまが学校の授業で簡単に使えるオリジナル教材、学校のプログラミン
グ教育をサポートするオンライン出前授業などを無償で提供しています。

https://youtu.be/YNaU9IUlPqo


ソフトウェア
⼦どもたちが使いやすいビジュアル型のプログラミング⾔語*で、簡単にプログラムを書き、
実⾏することが可能です。

オンライン版︓インストール不要でお使いのブラウザですぐに始められます。
オフライン版︓インターネット接続なしにLINE entryのワークスペースを利⽤できます。(詳細はP.8)

基本的な４つの機能
STEP2:作る
ビジュアル型のプログラミング⾔語
を使い学習します。初めての⼈でも
簡単にオリジナルの作品を制作でき
ます。

STEP4:マイページ
ID・パスワードの管理や作品の保存
などが⾃分専⽤のページで⾏えます。

STEP1:学習する
ゲーム感覚で取り組めるバラエティ豊
かな学習コンテンツを通して、プログ
ラミングの考え⽅を学ぶことができま
す。

STEP3:共有する
作った作品を共有することで、みんな
が作ったプログラムの活⽤や、共同制
作が可能です。
（本機能の公開までは暫くお待ちください）
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最新の公式教材⼀覧はこちら︓https://entry.line.me/study/materials

※公式サイトから無料でダウンロードできます。
※教材は随時更新しています。
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オリジナル教材
「LINE entry」なら初めてプログラミング教育を実施する先⽣へのサポートも充実しています。

楽しく学ぶ LINE entry 公式教材
⽂部科学省が定める学習指導要領に則った公式教材を無料で提供しています。放送⼤学、千葉⼤学と共同で、先⽣
⽅からのニーズをもとに開発されました。楽しく学べるレッスンに、指導⽤資料がセットになっているので簡単に

始められます。学校の授業のほか、家庭学習でもぜひご活⽤ください。

＊プログラムをテキストで記述するのではなく、視覚的なオブジェクトで組み⽴ててプログラミングするプログラミング⾔語

https://entry.line.me/study/materials


プログラミング授業でそのまま使える動画教材
公式教材をベースに授業の進⾏をサポートする動画教材を開発し、無償で公開しております。
実際の授業を想定してナレーションが授業を進⾏するように制作しており、授業の開始から終
了まで動画が授業全体をサポートします。
※詳細はこちら︓https://line-mirai.org/ja/events/detail/61
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⾃宅で学習できるプログラミング教材も公開
株式会社ロジカ・エデュケーション協⼒のもと、⾃宅でプログラミング学習ができる教材を公
開しました。教材に加えて、⾒本の動画や保護者⽤のガイドもセットになっています。
ぜひ親⼦でプログラミングにチャレンジしてみてください。
もちろんすべて、無料でご利⽤いただけます。

※教材のダウンロードや使い⽅などの詳細はこちら︓http://line-entry-blog.line.me/archives/5658687.html

児童それぞれが考え取り組むワークや、児童⾃⾝で考えたプログラムについてクラス
で発表する時間を動画内に設けるなど、授業が活発に進むよう設計しています。

https://line-mirai.org/ja/events/detail/61
http://line-entry-blog.line.me/archives/5658687.html


無料のオンライン出前授業
LINE entryオフィシャルインストラクターが無料で全国の⼩学校でオンライン出前授業を⾏い、
プログラミングの授業をサポートします。

※詳細・お申込みはこちら︓https://line-mirai.org/ja/proposal/

※授業に関する詳細はお申込み後、事務局よりご案内させていただきます。
※2022年度のご予約は予定数に達したため、現在受付は終了しております。

児童・⽣徒へ向けて
学校のプログラミング教育の時間にLINE entryを

⽤いた授業を実施します。
※算数 / ⼩学4、5、6年⽣対象

先⽣⽅へ向けて
LINE entryを⽤いたシミュレーション授業を実施

します。先⽣⾃らが実際に体験することで、授業
での使い⽅のイメージを掴んでいただけます。

授業の様⼦を動画にまとめましたので、ぜひご覧ください

http://line-entry-blog.line.me/archives/5405117.html
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京都府⻑岡京市でLINE entryを活⽤した
算数×プログラミングの授業（計12コマ）を実施
⻑岡京市とLINEは、2018年11⽉に「先進的プログラミング教育推進に関する協定」を締結し、
学習指導要領に合わせた教材やカリキュラムの共同開発に取り組んでいます。
2019年秋には、2020年度からの⼩学校プログラミング教育必修化に先駆け、⻑岡京市⽴⻑岡
第四⼩学校でLINE entryを活⽤した「スマイル・スタディ〜算数×プログラミング」を毎週
（計12コマ）実施しました。

https://line-mirai.org/ja/proposal/
http://line-entry-blog.line.me/archives/5405117.html


東京都⼋王⼦市のプログラミング教育導⼊の取り組みに
「LINE entry」が採⽤
東京都⼋王⼦市では、市全体でプログラミング教育を導⼊し推進していくため、市⽴⼩学校⼀
律でのプログラミング授業の実施や教員のプログラミング教育指導研修などに取り組んでおり、
2020年度その取り組みの⼀部で「LINE entry」が採⽤されました。

■概要
実施内容︓「LINE entry」の公式教材を使⽤したオンライン出前授業
使⽤教材︓⼩学4年⽣対象の算数「プログラミングで⾓をかこう︕
対象 ︓全⼋王⼦市⽴⼩学校70校の4年⽣
授業形態︓クラスごとに1⼈1台パソコンを使⽤しながら⾏う
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LINEみらい財団、岐⾩県⼤垣市、⼤垣市教育委員会
プログラミング教育等の充実に向けた連携協定を締結
2021年度より、⼤垣市の全市⽴⼩学校22校の3~5年⽣に対して「LINE entry」が導⼊され、
オンライン出前授業の提供や教員への研修、授業内容組み⽴てや教材アレンジのサポートなど
を通してプログラミング教育実施を包括的に⽀援しています。



LINE entry を “もっと楽しく” “ もっと気軽に! ”
プログラミング教育の充実のため、LINE entryを通して様々な関係者と協⼒しています。

⼈気公式ブロガーによる
LINE entryの紹介記事が公開

ライブドアブログの⼈気公式ブロガーに
よるLINE entryのPR記事を公開してい
ます。家族で⼀緒に楽しくプログラミン
グを学ぶ様⼦をぜひご覧ください。

たまご絵⽇記
えむふじんがあらわれた
天使な⼩悪魔たち

井上咲楽が先⽣デビュー︕
プログラミングをレクチャー

井上咲楽先⽣がプログラミングを教えて
くれます。ご家庭のPCやタブレットを
使って、井上咲楽先⽣の動画を⾒ながら
プログラミングにチャレンジしてみてく
ださい。
http://line-entry-

blog.line.me/archives/5710167.html

「いらすとや」のキャラクター
が使⽤できるようになりました

LINE FRIENDSキャラクターなどのほか、
「いらすとや」のキャラクターを使うこ
とができます。専⽤に描き下ろされたも
ので、LINE entryで幅広い作品を作るこ
とが可能になりました。
http://line-entry-

blog.line.me/archives/5536991.html
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最新情報はこちらから︕
「LINE entry」の最新情報やプログラミングに関する情報などを、「LINE entry」各SNSやオウン
ドメディアよりお知らせしております。

LINE公式アカウント 公式ブログ

YouTubeチャンネル公式Twitter

http://nanairo-perikan.blog.jp/archives/82772487.html
https://mfujin.blog.jp/archives/LINEentryPR.html
http://fukumiomo.blog.jp/archives/1077363890.html
http://line-entry-blog.line.me/archives/5710167.html
http://line-entry-blog.line.me/archives/5536991.html
https://line.me/R/ti/p/@line_entry_jp
http://line-entry-blog.line.me/
https://www.youtube.com/channel/UCfaRqrIieyyDfXtLlQRDlqw
https://twitter.com/line_entry


推奨環境
PC・タブレットでの閲覧を推奨しています。

対象OS

対象ブラウザ

LINE entryオフライン版ダウンロード (無料)も対応しています
インターネット接続なしにLINE entryのワークスペースを利⽤できます。

⾔語︓⽇本語
サイズ︓Windows 32bit 469 MB / Windows 64bit 481 
MB / Mac 524 MB

システム要件
ハードディスクの空き容量1GB以上
Windows7またはMac OS 10.8以上
バージョン 2.0.6からはハードウェア接続ソフトが内蔵されて
います。
ウェブブラウザは別途必要ありません。

Windows Mac OS

Windows7 以降 10.8 Mountain Lion 以降

Windows

Internet Explorer 11以上（Edge含む) ●

Google Chrome最新版 ●

FireFox最新版 ※

Safari最新版 -

Mac OS

-

●

※

※

※予期せぬエラーが起こる可能性がございます。

お問い合わせ 教育現場へのご活⽤、学校への導⼊、オンライン出前授業、教員研修等、
LINE entry についてのご質問等はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

⼀般財団法⼈LINEみらい財団
https://line-mirai.org/ja/contact/form.html

より良いコミニケーションのための取り組み

LINEでは、ユーザーの皆さまにインターネット上のコミニケーションをより安⼼・安全に楽しんでいただくために、
主に⻘少年を対象に、健全なインターネット利⽤を啓発するための講演活動や、情報モラル教育教材の開発、調査
研究などを2012年より⾏っております。この取り組みで得た知⾒や経験を基に、これからの⼦どもたちには、デジ
タル化が著しく進む社会の中で、今まで取り組んできたように⾝近に溢れるICTを安⼼安全に楽しみながら使いこな
すだけでなく、さらに⼀歩進み、⾃ら新しく創り出すための能⼒を養っていくことが何より⼤事であると考えまし

た。さらに、2020年からの⼩学校プログラミング教育必修化の流れも受け、未来のデジタル社会をより良いものに
するための担い⼿の育成を⽬指します。

https://line-mirai.org/ja/contact/form.html

