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アプリはこちらから http://codespark.com 
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: 

私たちのレッスンプランではコンピューターサイエンスの基礎入門を楽しくフレキシブ
ルに、かつ魅力的な形で提供しています。対象者は未就学児から小学５年生ですが、中
学２年生まで試しています。 
  
全てのレッスンプランは適応性が高く作られていますので、子供たちがどこにもっと時
間をかける必要があり、またどの部分を好むであろうかはあなたが決めて下さい。 

さらに、全てのレッスンはcodeSpark Academy with The Foosのゲームとインターネットに
繋がった機器を使わずにできる、アンプラグド・アクティビティを含みます。 

: 
  

codeSpark Academy with The Foos。iPad、iPhone、 Android はこちらから無料でダ
ウンロードできます。codespark.com   Chrome Safari  IE web

	

小道具：詳細はレッスンに記載しています。 

経験は不要ですが、初めて教える場合は事前にゲームを試していただくことをお勧めし
ます。 
Note:  このHour of Codeカリキュラムは約１時間のレッスンです。 

thefoos.com から Foosletterにサインアップするとカリキュラムのアップ
デートや新しいバージョンのゲームについてのお知らせをお送りしま
す。 
１０レッスンカリキュラム全てのダウンロードはこちらからも可能
です。 thefoos.com/hourofcode.  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コンピューターサイエンスを要約すると、特定の命令を与えて問題を解くということで
す。なぜならコンピューターは言われたことのみを正確にするからです。コンピューター
は賢い物だと思われがちですが、私たちが命令する必要があり、明確な命令なしではコ
ンピューターは私たちが欲していることを予測することはできません。コンピューター
科学者はコンピューターがどのように動くべきかを明確に命令します。子供たちが、コ
ンピューター科学者やプログラマー的な考え方を学ぶことで、問題を分析する力、論理
的な順序で物事を考える力、正確な言葉を使って命令を与える力を養うことができます。

１番目のレッスンは正しい命令を与えられたときにのみ動く物体を見つけることに焦点
を当てています。その後、ゲームの中で１番初めに出てくる警察Fooキャラクターを動
かすために正しい命令を使ってプログラミングをします。 

Foos  

Foosとは、 スマホやタブレット、あなたのコンピューターの奥深くに住んでいる、科学
者によって最近発見されたとても小さくてかわいいキャラクターのことです。 
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それぞれのFooは「Fooville」という彼らの世界を歩いたり、ジャンプしたり、投げた
り、食べたり、誘導することができます。いくつかのFoosは特別なことできます。例え
ば： 

•Gracie (警察 Foo) - Glitchを追いかけて捕まえることができます。 
•Woz(シェフFoo) - 色々な料理を作ることができます。 
•Naomi(忍者Foo) - 大きくなったり小さくなったりできます。 
•Val(宇宙飛行士Foo)- ４方向に移動できます。 
•Sarge (土木作業員 Foo) - 木枠を作ってそれらを爆破できます。 

 
でも、コンピューターと同じく、 Foosも言われたことしかしませんので、子供たちは
明確な命令、特定の順序で Foosをプログラムしなければいけません。 
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ヒントとコツ 
時間外活動の経験を開始するには、ホーム画面の左下にある[時間のコード]
ボタンを押します。 

左上の「教師」ボタンを選択することもできます。 
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進歩状況のリセット： 

進行状況をリセットするには、左上のハンバーガーメニューを押します。 「学生
の進捗状況をリセット」を押してリセットします。 
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除法： 

アルゴリズム：問題を解決する、またはタスクを完了するための命令。 

コマンド：コンピュータに実行するアクション（実行、ジャンプ、ウォーキングなど）
をコンピュータに指示する主要な命令。 

コンピューターサイエンス：コンピューターは言われたことのみを正確にこなすので、
特定の命令で問題を解決すること。 

ループ: 何度も繰り返されるセットになった指示。 

ペアプログラミング：2人の学生が協力して、運転手の質問に答えることで潜在的な問
題やミスを指摘することによって、1人がタッチスクリーン、マウス、キーボードを制
御して「運転」し、もう1人が「ナビゲート」する。 

パラメータ：コマンドに関する詳細（例：方向、色、アクションを実行するオブジェク
ト）を追加する命令の詳細 

プログラミング：コンピューターに何かをさせるために用いる一連の命令またはアルゴ
リズム。 

順序（シーケンス)：段階的に起こるべき命令。 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The Foos 

https://www.youtube.com/watch?v=Da5TOXCwLSg&t=6s&index=10&list=PLhRsCZP5wYo6WNUTGIDopT_hJl_jH42zM
https://www.youtube.com/watch?v=vgkahOzFH2Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XMZFUnAgOqs&index=11&list=PLhRsCZP5wYo6WNUTGIDopT_hJl_jH42zM
https://www.youtube.com/watch?v=xngWoocXYCo&index=6&list=PLhRsCZP5wYo6WNUTGIDopT_hJl_jH42zM


所要時間： 

４５分から６０分 

教材： 

codeSpark Academy の入ったタブレットまたはコンピューター 

子供１人につき鉛筆１本 
ストーリー・シーケンス１＆２　ハンドアウト 
  

学習目標： 
コンピューターはパワフルですが、私たちの手助けが必要であることを理解する。 

- 決められた命令を受けた時に、その通りのことをします。 
- 正確な命令をコンピューターに与えることは難しいこともあります。 

問題を解決するためには「試して学ぶ」アプローチを子供たちに慣れさせる。 

- 「ミスをすることは正解にたどり着くための道のりの一部」 
  
いくつかのシーケンスは、他のものと比較して、より効率的であり、したがって望まし
いものであることを理解してください。 

- ループはシーケンスをより効率的にします。 
- 効率性は重要です。なぜならコンピュータの処理能力には制限が
あるからです。 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パズルレッスン 
順序（シーケンス）と ループ
The Foos 



語彙： 

プログラミング：コンピューターに何かをさせるために用いる一連の命令またはアルゴ
リズム。 

アルゴリズム：問題を解決するまたはタスクを完了するための命令。 

順序（シーケンス）：段階的に起こるべき命令。 

ループ: 何度も繰り返されるセットになった指示 

 

まずは身の回りにあるコンピューター（ラップトップ、携帯電話、プロジェクター、温
度自動調節器など）についてグループで意見を出し合う。 

私たちがそれらのコンピューターに与える「命令」とその命令を与えた後にコンピュー
ターがすることについて話し合う。例えば、計算機で数字を足す、携帯電話で電話をか
けるなど。 

1B;=C7C3-.B5"&,?2>6<#���+	�'!�,?2>6<#&
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朝、学校に行く準備のアルゴリズムについて子供たちに想像させて、質問する。「もし
靴下をはく前に靴を履くとどうなる？靴の上から靴下をはくとおかしいよね？」このよ
うに、アルゴリズムを書く時にはその順番がとても重要になります。 
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パズルレッスン 
順序（シーケンス）と ループ
The Foos 



繰り返しの要素が入っている毎日の活動についての意見を出し合ってループのコンセプ
トを紹介する。 

コンピューターのパワーは限られているため、ループによってコードをもっと効率的に
することができる。～の仕方などの活動名を書き、そのステップまたはループを使って
完成させる。 

( ):

手を洗う:  
ループなし: 手を濡らす ー 石けんをつける ー 手をこする ー 手をこする ー 手をこす
る ー 手をすすぐ 

ループ付き: 手を濡らす ー 石けんをつける ー ループ: (手をこする、3回) ー 手をすす
ぐ 

歯を磨く: 
ループなし: 歯磨き粉をつける ー 歯ブラシを濡らす ー 歯をみがく ー 歯をみがく ー 
歯をみがく ー 歯をみがく ー 歯をみがく ー 歯をみがく ー 歯をみがく ー 歯をみが
く ー 歯をみがく ー 歯をみがく ー 吐きだす ー すすぐ ー 歯を磨く 

ループ付き: 歯磨き粉をつける ー 歯ブラシを濡らす ー ループ: (歯をみがく、10回) ー 
吐きだす ー すすぐ ー 歯を磨く 

 
codeSpark Academy
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パズルレッスン 
順序（シーケンス）と ループ
The Foos 



 

 

 

 

 
 

 

!13

Step 1 :  

パズルの目標は何か？ 

Step 2:  

Fooに何をさせたいのか？ 

Step 3:  

試した後どうなったか？

Step 4:  

問題は解決したか？
試して学ぶ

問題が解決できると思
うアルゴリズムを書い
てみる

もし解決しなければ
プランを試した後、
何を学んだか？

パズルレッスン 
順序（シーケンス）と ループ
The Foos 



 

アプリの「コードの時間」セクションにある「Learn Coding」モジュールを選択しま
す： 
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パズルレッスン 
順序（シーケンス）と ループ
The Foos 



生徒たちに第1章（Donut Detective - Sequencing）と第2章（Tool Trouble - Loops）
を試しにプレイしてもらいましょう。 

生徒たちがゲームに苦戦していたら、「テストと学習」の戦略を強化し、問題を解決し
ましょう。生徒たちが早く終えられた場合は、第1章へ戻り、ループでパズルを解かせ
てみましょう。 
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パズルレッスン 
順序（シーケンス）と ループ
The Foos 



アンプラグド・アクティビティ： 
ストーリー・シーケンス 

1. ペアを組む。 

2. それぞれのペアに鉛筆１本と、ストーリー・シーケンス１ハンドアウトを配る。

3. それぞれのペアでどの絵が１番目、２番目、３番目にくるかなどのストーリー
を一緒に考えて、それぞれの絵の横に番号を書き込む。 

4. 必要であれば、余分な課題としてはストーリー・シークエンス２を試させる。 

ループのあるシーケンス 

生徒たちに、あなたが体育の先生が新しいアクティビティを考えるのを手伝っていると
伝え、生徒たちに、あなたがそれを作成するのを助けてほしいと言いましょう。ボード
に、次のシーケンスを書き始めましょう。 
その途中で、書くことに疲れたふりをして（例えば、文字が雑になったり 
手首を振ってみせたりするなど）、そして生徒たちにもっと簡単にシーケンスを書く方
法を思いつくか尋ねてみましょう。（例えばループコマンドを使用するなど）。 

ジャンピングジャック ‒ ジャンピングジャック‒ ジャンピングジャック ‒   
ジャンピングジャック‒ ジャンピングジャック ‒ ジャンピングジャック‒  
ジャンピングジャック‒ ジャンピングジャック ‒ ジャンピングジャック 

ブレインストームをして、ループで表せる他の体操の動きを考え、生徒たちに、それぞ
れ、あるいはペアで、自分のアクティビティをループを使って書き出してもらいます 
(例えば、スキップ、ランニング、縄跳び、ストレッチなど。）書き出されたすべての 
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パズルレッスン 
順序（シーケンス）と ループ
The Foos 



ループアクティビティを集めて、一つのボウルに入れます。次に生徒たちが体育の授業
を受けるとき、休憩時間に外に出るとき、あるいはただひと休みするときに、ボウルの
中からアクティビティを1つ選んで、生徒たちはそれをデコードし、実行します。 

グループで復習： 

• ストーリー・シークエンス・アクティビティの中で１番困難だったことは何か。 

• 毎日のアルゴリズムについて意見を出し合う。（例）寝る準備、１日の時間割など。  

時間があれば上記のことを書き出してつじつまが合うかどうかチェックする。 
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パズルレッスン 
順序（シーケンス）と ループ
The Foos 
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Story Sequence 1

How to Solve: 

Activities Next Page >> 

The Glitch mixed up all these stories!

12

The Foos need your help to put the 
pictures back in the correct order so the 

stories make sense.

Number the boxes in the 
correct order.

�� � � ����

Glitchが全てのストーリーをごちゃ混ぜにしたよ！ 

ストーリーが正しい順番になるように番号を入れて
Foosを助けてあげてね。

解き方：

正しい順番になるように空欄
に番号を書き込んでね。

アクティビティは次のページです。
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1

2

Number the boxes in the 
correct order.

正しい順番になるよう
に番号を書き込んでね。
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3

4

Number the boxes in the correct order. 正しい順番になるように番号を書き込んでね。
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Story Sequence 2

How to Solve: 

Activities Next Page >> 

12

Write an X in the 
box if it doesn’t 
belong.

The Glitch mixed up all these stories! 

Help the Foos put these stories in the right order. 
But be careful ! Some of the pictures don't belong.

x
Number the boxes 
in the order that the 
story goes.

Glitchが全てのストーリーをごちゃ混ぜにしたよ！ 
ストーリーが正しい順番になるように番号を入れてFoosを助けてあげてね。 

でも気を付けて！いらない絵も入っているよ。 

解き方：

ストーリーの流れ
に沿って番号をつ
けてね。

ストーリーに合わない
絵にはXをつけてね。 

�� � � ����

アクティビティは次のページです
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1 Number the boxes in the correct order and write an X in the box 
if it doesn’t belong.
ストーリーの流れに沿って番号をつけ、ストーリー
に合わない絵にはXをつけてね。
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2 Number the boxes in the correct order and write an X in the box 
if it doesn’t belong.
ストーリーの流れに沿って番号をつけ、ストーリー
に合わない絵にはXをつけてね。
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3 Number the boxes in the correct order and write an X in the box 
if it doesn’t belong.
ストーリーの流れに沿って番号をつけ、ストーリー
に合わない絵にはXをつけてね。
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Story Sequence 1

How to Solve: 

Activities Next Page >> 

The Glitch mixed up all these stories!

12

The Foos need your help to put the 
pictures back in the correct order so the 

stories make sense.

Number the boxes in the 
correct order.

Answer sheet! Activities in back of the book!
解答集です!

�� � � ����

Glitchが全てのストーリーをごちゃ混ぜにしたよ！ 

ストーリーが正しい順番になるように番号を入れて
Foosを助けてあげてね。

解き方：

正しい順番になるように空欄
に番号を書き込んでね。

アクティビティは次のページです。
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1

2

Number the boxes in the 
correct order

12 3

2

3

1

正しい順番になるよう
に番号を書き込んでね。
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3

4

Number the boxes in the correct order 

2

1 3

4

1 2

34

正しい順番になるように番号を書き込んでね。
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Story Sequence 2

How to Solve: 

Activities Next Page >> 

12

Write an X in the 
box if it doesn’t 
belong.

The Glitch mixed up all these stories!
Help the Foos put these stories in the right order. 

But be careful ! Some of the pictures don't belong.

x
Number the boxes 
in the correct order.

Answer sheet! Activities in back of the book!
解答集です!

Glitchが全てのストーリーをごちゃ混ぜにしたよ！ 
ストーリーが正しい順番になるように番号を入れてFoosを助けてあげてね。 

でも気を付けて！いらない絵も入っているよ。

解き方：

ストーリーの流れ
に沿って番号をつ
けてね。

ストーリーに合わない
絵にはXをつけてね。 

�� � � ����

アクティビティは次のページです
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1 Number the boxes in the correct order and write an X in the box 
if it doesn’t belong.

1

23

4

X

ストーリーの流れに沿って番号をつけ、ストーリーに
合わない絵にはXをつけてね。
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2 Number the boxes in the correct order and write an X in the box 
if it doesn’t belong.

1

23

45

X

ストーリーの流れに沿って番号をつけ、ストーリーに
合わない絵にはXをつけてね。
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3 Number the boxes in the correct order and write an X in the box 
if it doesn’t belong.

3 4

52

X1

ストーリーの流れに沿って番号をつけ、ストーリー
に合わない絵にはXをつけてね。



:   http://www.edutopia.org/pdfs/blogs/edutopia-yokana-maker-rubric.pdf  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不十分 有能 堪能 優秀

コンセプト
パズルレベル
が完了しな
かった。

星１つでパズ
ルレベルを完
了。

星２つでパズ
ルレベルを完

了

星３つでパズ
ルレベルを完
了。

出来栄え

大きな欠陥が
あるまたは
コードが成功
しない。

コードはだい
たい成功す
る、または小
さな欠陥があ
る。

思った通り
コードは成功
するが効率的
ではない。

プログラムが
完璧で効率的
に実行でき
る。

教材の理解

コードがどう
であるべきか
説明できず、
プロセスがわ
からない。

コードがどう
あるべきかだ
いたい説明で
き内容をやや
理解してい
る。

コードがどう
あるべきか説
明でき、問題
を解決でき
る。

書いたコード
がどのように
成功したか説
明でき、でき
ない子供とそ
のコードを助
けることがで
きる。

努力

やる気がみえ
ず、時間を無
駄にして不完
了。いくつか
の方法に取り
組もうとしな
い。

最低限のこと
のみをこな
す。別のアイ
デアはあるが
続行しない。

平均以上で完
了したが、も
う少しできた
はず。いくつ
かの解決策を
探索する。

予想以上の出
来で完了し
て、たくさん
の解決策を探
索し、質問も
する。

http://www.edutopia.org/pdfs/blogs/edutopia-yokana-maker-rubric.pdf
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 codespark.com/

hourofcode

この作品はクリエイティブ・コモンズ・表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際・ライセンスで
提供されています。このライセンスのコピーを閲覧するには、http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/を訪問して下さい。

http://codespark.com/hourofcode
http://codespark.com/hourofcode
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勇敢な先生方へ 
　 
子供たちにコンピューターサイエンスを教えることに興味を持っていただきありがとうござい
ます。デジタル世界で成功する為にはコンピューターサイエンスと「アルゴリズム的思考」が
ますます必要であり、さらに２１世紀のリテラシーの重要な要素になってきています。
codeSparkはcodeSpark Academy with The Foosを「コンピューターサイエンスのABC」入
門として作成しました。 
  
現代の職場に向けて子供たちを準備することは大切ですが、 コンピューターサイエンスはハイ
テクな仕事に就くためだけの手段ではなく、数学、論理、読解力向上の手助けをすることが研
究で示されています。プログラミング、コーディングがコンピューターサイエンスだと思われが
ちですが、それらは１つの要素でしかありません。コンピューターサイエンスとは複雑な問題
を単純化し、明確な解決方法を学ぶことであり、０や１などの数字ではありません。 

MIT (マサチューセッツ工科大学)とタフツ大学の研究では、プログラミング文法などの人工バ
リアがなければ、５歳の子供が複雑なコンピューターサイエンスのコンセプトを学ぶことがで
きると発表しています。 

codeSparkはユニークかつ効果的にコンピューターサイエンスを教える方法を、最先端の研究
と何百時間ものプロトタイプ試験を重ねて作り上げました。codeSparkの学習ゲームは言葉な
しでデザインされていますので、読み書きができなくても遊びながら学ぶことができます。 
  
楽しく私たちのゲームをしながら子供たちは論理的思考力や他分野を向上
することができるでしょう。 

-- The codeSparkチーム  

質問やフィードバックはこちらからEmailを下さい。info@codespark.org 
  
アプリはこちらから http://thefoos.com 
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thefoos.com/hourofcode

概説 

用語集  

ゲームキットレッスン 

アンプラグド アクティビティ 

評価表

http://thefoos.com/hourofcode
http://thefoos.com/hourofcode


: 
私たちのレッスンプランではコンピューターサイエンスの基礎入門を楽しくフレキシブ
ルに、かつ魅力的な形で提供しています。対象者は未就学児から小学５年生ですが、中
学２年生まで試しています。 
  
全てのレッスンプランは適応性が高く作られていますので、子供たちがどこにもっと時
間をかける必要があり、またどの部分を好むであろうかはあなたが決めて下さい。 

さらに、全てのレッスンはcodeSpark Academy with The Foosのゲームとインター
ネットに繋がった機器を使わずにできる、アンプラグド・アクティビティを含みます。 

: 
codeSpark Academy with The Foos。iPad、iPhone、 Android はこちらから無料でダ
ウンロードできます。codespark.com   Chrome	Safari	 IE web

小道具：詳細はレッスンに記載しています。 

経験は不要ですが、初めて教える場合は事前にゲームを試していただくことをお勧めし
ます。 

Note:  このHour of Codeカリキュラムは約１時間のレッスンです。 

thefoos.com から Foosletterにサインアップするとカリキュラムのアップ
デートや新しいバージョンのゲームについてのお知らせをお送りしま
す。 

１０レッスンカリキュラム全てのダウンロードはこちらからも可能
です。 codespark.com/hourofcode.  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コンピューターサイエンスを要約すると、特定の命令を与えて問題を解くという
ことです。なぜならコンピューターは言われたことのみを正確にするからです。
コンピューターは賢い物だと思われがちですが、私たちが命令する必要があり、
明確な命令なしではコンピューターは私たちが欲していることを予測することは
できません。コンピューター科学者はコンピューターがどのように動くべきかを
明確に命令します。子供たちが、コンピューター科学者やプログラマー的な考え
方を学ぶことで、問題を分析する力、論理的な順序で物事を考える力、正確な言
葉を使って命令を与える力を養うことができます。 

１番目のレッスンは正しい命令を与えられたときにのみ動く物体を見つけること
に焦点を当てています。その後、ゲームの中で１番初めに出てくる警察Fooキャ
ラクターを動かすために正しい命令を使ってプログラミングをします。 

Foos  

Foosとは、 スマホやタブレット、あなたのコンピューターの奥深くに住んでい
る、科学者によって最近発見されたとても小さくてかわいいキャラクターのこと
です。 
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それぞれのFooは「Fooville」という彼らの世界を歩いたり、ジャンプしたり、投
げたり、食べたり、誘導することができます。いくつかのFoosは特別なことでき
ます。例えば： 

 Foo - Glitch
Foo - 

Foo - 
Foo -  
 Foo -  

 
でも、コンピューターと同じく、 Foosも言われたことしかしませんので、子供
たちは明確な命令、特定の順序で Foosをプログラムしなければ
いけません。 
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ヒントとコツ 
Hour of Codeを起動するには、ホーム画面の左下にあるHour of Codeボタンを
クリックしてください。 

次の画面で、生徒に経験させたいものをパズルまたはゲームクリエイターから選
択することができます。 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進歩状況のリセット： 

進行状況をリセットするには、左上のハンバーガーメニューを押します。 「学生
の進捗状況をリセット」を押してリセットします。 
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ゲームクリエーターの経験とは？ 

「ゲームクリエーター」では、プレイヤーは自分のビデオゲームのレベルを構築
することができます。番号ごとにペイントされているゲームキットのうちの2つ
を使用して、あなた自身のゲームを作ることができます。プレイヤーはパズルレ
ベルで学んだコーディングの原則を適用して、「ゲームクリエーター」のあらゆ
るオブジェクトをリプログラムすることが出来ます。「ゲームクリエーター」の
最初の8つのレベルは、生徒が全てのゲーム・クリエイター・ツールに慣れるた
めのチュートリアルです。レベル9および10は、ゲームキットです。  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ループ: 何度も繰り返されるセットになった指示。 

無限ループ: 終わりなく繰り返されるセットになった指示。 

リミックス：新しいバージョンを作成するために、既存のプログラミングの上に
構築し、適用すること。 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The Foos 



 

45-60 分 

 

codeSparkアカデミーとタブレットまたはコンピュータ 
コマンドとパラメータ・ダンス・カード 
  

 

生徒たちが… 

•いくつかのシーケンスは、他のものと比較して、より効率的であり、
したがって望ましいものであることを理解すること。 

•ループはシーケンスをより効率的にします。 

•コンピュータの処理能力は無制限ではないので、効率は重要です。 

•ループと無限ループの違いを理解すること 
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ボキャブラリー： 

ループ：何度も何度も繰り返される一連の指示。 

無限ループ: 終わりなく繰り返されるセットになった指示。 

リミックス：新しいバージョンを作成するために、既存のプログラミングの上に
構築し、適用すること。 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もしあなたが、プロジェクタやスマートボードをお持ちの場合は、codeSparkア
カデミーと、Construction Fooのレベル10を開いてクラス全体に見えるように
してください。ここがループが最初に開始されるところです。 

右下隅にあるループ記号をポイントアウトし、ループがどのように機能するかを、
生徒たちをに見せながらレベルの最後までプレイします。 

生徒たちにConstruction Fooに何回アクションを繰り返してほしいか、考えるの
を手伝ってもらいましょう。Construction Foo レベルのプレイを続けながら、
ループコマンドの設定により繰り返しが少なすぎたり多すぎたりする場合はどう
なるかを見せます。 
  
アクションを終わらせることなくどこまでも続けたい場合はどうしたらいいか、
生徒たちに聞いてみましょう。無限ループの考え方を紹介し、いくつかの例を示
しましょう。たとえば、地球が太陽の周りを回ること、時間、電気といった例で
す。無限大の記号° を ∞ ボード上に描いてください。これはFooで、は無限ルー
プを表すのに使います。 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ゲームアクティビティ： 

生徒たちにMake Gamesの最初の９レベルを実際にプレイしてもらいます。これ
らのチュートリアルのレベルは、生徒が異なるゲームデザインのコンポーネント
に慣れ、自分のゲームを作成するために、どのように使用し適用するかを理解す
るのに役立ちます（概要は以下）。 

チュートリアル・レベル1-8の概要 

レベル1：ゲームをプレイする方法を学びます 
レベル2：風景を追加する方法を学びます（例：レンガ） 
レベル3：スプライトに「前進」させる方法を学びます 
レベル4：スプライトにジャンプさせる方法を学びます 
レベル5：ゲーム内のコンポーネントを消去する方法を学びます 
レベル6：オブジェクトや風景を爆発させる方法を学びます 
レベル7：スプライトやオブジェクトを成長させる方法を学びます 
レベル8：アクションを繰り返すために、ループを使用する方法を学びます 

生徒たちが9つのチュートリアルのレベルをすべてプレイすると、2つの宝箱（レ
ベル9と10）が解除されます。この2つのレベルは、始めに短い動画でゲームが
作成されると、どのようなものになるかの概要を紹介し、それに続いて、異なる
コンピューター科学の概念を使用して、特定のゲームメカニックをプログラムを
する方法についての、インタラクティブなインストラクションがあります。 
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生徒たちに、2つのレベルを通してそれぞれ個別に、あるいはパートナー
と組んで作業させます。どちらのレベルも、ゲームを作るために追加する
必要がある異なるゲームコンポーネントの概要を示したゲームキットを提
供します。生徒がペアで作業する場合は、必ず順番にゲームのコンポーネ
ントの作成と、ゲームのプレイを両方行うようにさせてください。この場
合二人が両方のコンポーネントに一緒に取り組むか、あるいは一人が 
ゲームを作成するプログラマーの役割を引き受け、もう一人がそれをプレ
イしてその後、役割を交代します。 

  
生徒たちが設計図に従って、自分のゲームを作り終えたら、異なるゲーム
コンポーネントを調整し、自分自身のものにするよう求めましょう。以下
に、いくつかの課題例があります。 

課題例 
• ループを使用している際に無限大の記号を数字に変更したらどうなります
か？ 

• あなたのゲームをより難しくするにはどうすればいいですか？試しに違う
ゲームメカニクスを加えてどうなるか確かめてみましょう！ 

• プログラマとプレーヤーのペアで作業している場合、パートナーのゲーム
と特定の要素を交換してリミックスさせるようにしてみてください。（例
えば、敵のスプライトが配置されている場所や、スプライトがジャンプす
る方向、Fooが避けなければならない要素をさらに加えるなど）。 
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アンプラグド・アクティビティ：  

ダンシングループ 

1. 生徒を、2人1組に分け、それぞれにコマンドとパラメータ・ダンスカードを
与えます。 

2. ペアでは、学生に、自分のダンスを作成するためにカードを使用させます。 
ダンスには2つのルールがあります: 
• ダンスは、無限ループの中に含まれている必要があります。 
• これには、少なくとも1つのコマンドと1つのパラメータを含める必要
があります。 

3. ペアに、彼らのダンスを構成する動作のシーケンスやパラメータを書き出さ
せて下さい。 

4. 各ペアが、クラス全体に自分たちのダンスを見せます（実際に体を動かして
みましょう!）そして、他の学生に、ダンス・ループのコマンドとパラメータ
何であったかを尋ねます。 
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ディスカッションのまとめ： 
  
• ループを使用するメリットは何ですか？（ヒント：それらは、より効率
的である） 

• 現実的にはどんな場面において、無限ループの方が、通常のループより
も有益になりうるでしょうか?通常のループの方が良い状況とはどのよ
うなものでしょうか？  

• 例：ランニングマシン、エスカレーター、車のウィンカー、水の循環 

プロヒント：デバッグ - コンピュータサイエンスでしばしばあることですが、プ
ログラムに間違った動作をさせるミスに遭遇することがあります。 
ダンスを作成する際、生徒はコードのミスを犯しているかもしれません。 
生徒たちに、間違いを犯すことも過程の一部であり、すべての過ちから学ぶこと
ができることを伝えましょう。 
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コマンド ＆ パラメータ カード 

灰色のカードはコマンドで白色のカードはパラメータです。 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:   http://www.edutopia.org/pdfs/blogs/edutopia-yokana-maker-rubric.pdf 
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不十分 有能 堪能 優秀

コンセプト
パズルレベル
が完了しな
かった。

星１つでパズ
ルレベルを完

了。

星２つでパズ
ルレベルを完

了

星３つでパズ
ルレベルを完

了。

出来栄え

大きな欠陥が
あるまたは
コードが成功
しない。

コードはだい
たい成功す
る、または小
さな欠陥があ

る。

思った通り
コードは成功
するが効率的
ではない。

プログラムが
完璧で効率的
に実行でき

る。

教材の理解

コードがどう
であるべきか
説明できず、
プロセスがわ
からない。

コードがどう
あるべきかだ
いたい説明で
き内容をやや
理解してい

る。

コードがどう
あるべきか説
明でき、問題
を解決でき

る。

書いたコード
がどのように
成功したか説
明でき、でき
ない子供とそ
のコードを助
けることがで

きる。

努力

やる気がみえ
ず、時間を無
駄にして不完
了。いくつか
の方法に取り
組もうとしな

い。

最低限のこと
のみをこな
す。別のアイ
デアはあるが
続行しない。

平均以上で完
了したが、も
う少しできた
はず。いくつ
かの解決策を
探索する。

予想以上の出
来で完了し
て、たくさん
の解決策を探
索し、質問も

する。

http://www.edutopia.org/pdfs/blogs/edutopia-yokana-maker-rubric.pdf
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 codespark.com/

hourofcode

この作品はクリエイティブ・コモンズ・表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際・ライセンスで
提供されています。このライセンスのコピーを閲覧するには、http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/を訪問して下さい。

http://codespark.com/hourofcode
http://codespark.com/hourofcode

