
Everyone Can Code 
Swift Coding Club



Swift Coding Clubへようこそ 
プログラミングを学ぶと、創造⼒を発揮しながら協⼒し合って問題を解決する⼒が⾝につきます。 
また、プログラミングは⾃分のアイデアを形にするために役⽴つツールにもなります。 

Swift Coding Clubでは、プログラミングとアプリケーションデザインについて楽しく学べます。
Appleが開発したプログラミング⾔語であるSwiftを使ったアクティビティは、コードの書き⽅や 
アプリケーションのプロトタイプ（試作品）の作り⽅、プログラミングと⽇常⽣活を関連づけるための 
考え⽅を学びながら、チームで共同作業に取り組めるように設計されています。 

Swift Coding Clubを運営するのに、教師であったり、プログラミングに詳しい必要はありません。 
教材は⾃分のペースで学べるようになっているので、指導する⽴場の⼈もメンバーと⼀緒に学びながら
進めることができます。また、地域でアプリケーションコンテストを開催し、メンバーのアイデアや 
デザインを讃えるためのヒントも⽤意されています。 

このガイドは、次の3つのセクションで構成されています。

開始準備 指導計画と応⽤のヒント 作品発表

プログラミングに関する 
リソース

ようこそ 

Swift Coding Clubを
スタートするために 

必要な準備について 
説明します。

活動を計画するための 
モジュールやアクティビティの 

内容について紹介します。

地域イベントを企画・開催 
するのに役⽴つ資料を 

紹介します。 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Everyone Can Code  |  5歳程度から 

iPadまたはMacのSwift Playgroundsで
Swiftを使ってプログラミングの基礎を学びます。
さらに詳しく 

Swift Coding Clubでは、プログラミングを教える
ための様々なリソースをご⽤意しています。 
これらのリソースを使えば、基礎学習から本格的な
アプリケーション開発へと学習を進めていくことが
できます。 

Develop in Swift  |  15歳程度から 

MacのXcodeでアプリケーション開発を 
学びます。さらに詳しく 

https://www.apple.com/jp/education/k12/teaching-code/?cid=pm-ja-pdf-doc-edu-eccode-launch22#develop-in-swift
https://www.apple.com/jp/education/k12/teaching-code/?cid=pm-ja-pdf-doc-edu-eccode-launch22#everyone-can-code


開始準備 
1. Everyone Can Codeの教材を確認する  
Everyone Can Codeでは、インタラクティブなパズルやゆかいなキャラクター、楽しいアクティビティを通して、プログラミングの世界に⾜を踏み⼊れる
ことができます。クラブ活動の企画を始める前に、「Everyone Can Code」に関する以下のリソースを確認しておくことをおすすめします。 
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Everyone Can Codeの教材についてさらに詳しく  

Swift Playgroundsは、Swiftをインタラクティブに楽しく学べる 
無料のアプリケーションです。レッスンのシリーズが内蔵されている 
のに加え、⼀連のアプリケーションプロジェクトも⽤意されています。 

Swift Playgroundsをダウンロードして使ってみる  

Everyone Can Codeのガイドは、アクティビティを使ってプログラミング
の概念を紹介し、⽇常⽣活に結びつけた後に、その概念を応⽤して
Swift Playgroundsのパズルを解いていきます。

https://books.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewFeature?id=1488012731&mt=11&ls=1&itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_ja
https://apps.apple.com/jp/app/id908519492?itscg=edu&itsct=eccode_launch22app_sc22_na_ja


3. 計画を⽴てる 
次の点を考慮してください。 

• クラブにはどのようなメンバーが所属していますか？メンバーは 
何に興味をもっていますか？プログラミングの経験はありますか？ 
それともまったくの初⼼者ですか？ 

• どのくらいの頻度でクラブ活動を⾏いますか？夏の合宿やイベントを
計画している場合、プログラミング活動に何時間確保できますか？ 

• クラブではどのようなテクノロジー環境を利⽤できますか？  

• クラブの⽬標は何ですか？ 
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2. テクノロジーを確認する 
このガイドのアクティビティには、以下のものが必要です。 

• iPadまたはMac。iPadOS 14.7以降またはmacOS 11.5以降を
搭載するデバイスを⽤意してください。1⼈1台ずつ⽤意するのが 
理想的ですが、何⼈かでデバイスを共有して⼀緒にプログラミングに 
取り組むこともできます。 

• Swift Playgrounds 3.4.1以降。 
iPadのためのSwift Playgroundsをダウンロード   
MacのためのSwift Playgroundsをダウンロード   

• Everyone Can Codeのガイド。 
「Everyone Can Codeパズル」をダウンロード   
「Everyone Can Code冒険」をダウンロード  （任意） 

Apple製品に関するご質問やお問い合わせは、 
Appleサポートのサイトにアクセスしてください。 

https://apps.apple.com/jp/app/id908519492?itscg=edu&itsct=eccode_launch22app_sc22_na_ja
https://apps.apple.com/jp/app/swift-playgrounds/id1496833156?itscg=edu&itsct=eccode_launch22app_sc22_na_ja
https://books.apple.com/jp/book/id1481280297?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_ja
https://books.apple.com/jp/book/id1540864953?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_ja
https://support.apple.com/ja-jp/apps


Swift Coding Clubのポスター

Swift Coding Clubのステッカー 

4. 情報発信する 
Swift Coding Clubのことを多くの⼈に知らせましょう。クラブの新メンバーを募集するための
アイデアや資料を以下に紹介します。 

• クラブ発⾜の告知。Eメール、ソーシャルメディア、ウェブサイト、チラシ、⼝コミなどを利⽤して、
地域の⼈たちにクラブを紹介しましょう。 

• 説明会を開く。クラブへの参加を考えている⼈に、興味のあることや、取り組んでみたい 
プロジェクトの種類などを聞いてみましょう。地域イベントの開催予定や、参加⽅法についても
説明しましょう。クラブの簡単な紹介ビデオをオンラインで共有してもよいでしょう。 

Swift Coding Clubの宣伝やカスタマイズには、以下のアイテムも活⽤してください。 

• ポスター。無料テンプレートをダウンロードし、カスタマイズして独⾃のポスターを作成して 
ください。印刷して掲⽰するか、デジタル版ポスターをオンラインで⾒られるようにすると 
よいでしょう。クラブ活動の⽇程や場所、参加⽅法などの詳細も必ず記載しましょう。 

• ステッカーとTシャツ。Swift Coding Clubステッカーはクラブの宣伝に利⽤することが 
できます。おそろいのTシャツは、アプリケーションコンテストのときにクラブのメンバーを 
⾒分けるのに役⽴ちます。メンバー⽤のTシャツを作るには、 
Swift Coding ClubのTシャツテンプレートをダウンロードしてください。

Swift Coding ClubのTシャツ
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https://apple-education-static.s3.us-east-1.amazonaws.com/geo/jp/swift-playgrounds/club%20kit/Posters_JP.zip
https://apple-education-static.s3.us-east-1.amazonaws.com/geo/jp/swift-playgrounds/club%20kit/Stickers_JP.zip
https://apple-education-static.s3.us-east-1.amazonaws.com/geo/jp/swift-playgrounds/club%20kit/Shirts_JP.zip


クラブ指導者のためのヒント
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リーダーチームを編成する。クラブの指導を⼿伝ってくれるメンバーを選んで 
リーダーチームを作っておくと、活動が円滑になり、さらに盛り上がります。 
どのメンバーがリーダーに向いていそうですか？イベント、プログラミング、 

アプリケーションデザインなどをそれぞれ担当する係を決めておくのもよいでしょう。

⼀緒に学ぶ。クラブの指導者が何もかも 
知っている必要はありません。メンバーが 

⾃分で調べたり問題解決するスキルを 
伸ばせるようサポートし、お互いに 

助け合って活動するよう促しましょう。

アイデアを共有する。ゲームを作りたいメンバーも 
いれば、⼈の役に⽴つアプリケーションを作りたい 
メンバー、Swiftについて学びたいメンバー、 
ロボットを動かしたいメンバーもいるでしょう。 

みんなが関⼼をもって⼀緒に取り組めるプロジェクト
にするためには、どうしたらいいのかを考えましょう。

混合チームを結成する。先に進んでいるメンバーが、 
ほかのメンバーを置いてけぼりにしてしまうことも 
あります。進みの早いメンバーと初⼼者メンバーを 
ペアにして、ペアプログラミングを試してみましょう。 
誰かに教えることで、理解も深まります。 

披露する。地域イベントやアプリケーションコンテストは、 
クラブの活動内容や、アプリケーションデザインのアイデア、 

プログラミングスキルを、メンバーの友達、家族、教師、 
地域の⼈たちにアピールする絶好のチャンスです。 

これをきっかけに新しいメンバーが増えるかもしれません。
地域のイベントやアプリケーションコンテストを開催する 

ためのヒントについては、11ページを参照してください。



指導計画と応⽤のヒント 
1. Swift Playgroundsの使い⽅ 
クラブの教材はSwift Playgroundsを中⼼に作られています。Swift Playgroundsには、内蔵されているレッスンのライブラリに加え、アプリケーション
プロジェクトのシリーズが⽤意されています。まずはSwift Playgroundsのコンテンツを確認し、アプリケーションの機能に慣れるようにしましょう。

指導計画と応⽤のヒント 7
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キャラクターを選ぶ 
キャラクターをタップして、⾃分の
好きなキャラクターに変えることも
できます。

ヒント 
考え⽅のヒントを提⽰する機能です。 
最終的にはパズルの解き⽅も教えてくれ
ますが、正解をそのままコピー＆ペースト
することはできません。先に進むには、 
⾃分でコードを⼊⼒してステップを 
完成させる必要があります。

スピードを調整する 
コードの実⾏スピードを速くしたり 

遅くしたりできます。 

実⾏中のコードをハイライトする 
「コードをステップ実⾏」を使うと、 

コードが1⾏ずつハイライト表⽰され、 
どのコードが実⾏されているか、 

理解しやすくなります。

ページメニュー 
ページの⾒出しをタップすると、 

プレイグラウンドのすべての 
ページを確認できます。 

特定のページか⽮印をタップすると、 
ページを移動できます。

指導計画と応⽤のヒント

コードライブラリ 
ツールバーをタップして 

コードライブラリにアクセスし、
よく使う構⽂をライブラリから
ドラッグできるので、⼊⼒操作

を最⼩限に抑えられます。

Swift Playgroundsの機能
ツール 
このメニューは、ページのリセット、 
写真の撮影、PDFの作成、 
ムービーの収録を⾏う時に使います。



様々な解法で解いてみる。どのパズルも複数の解き⽅があります。　　
早めに終わったメンバーには、別の解き⽅を考えてもらいましょう。

柔軟に考えたり、異なる解決⽅法を⽐較したりすることで、 
批判的思考⼒が養われます。 

パズルを分割する。パズルはだんだん 
難しくなっていきます。クリアするために 
必要なステップを洗い出し、パズルを部分 

ごとに分けても構いません。Pagesや 
メモアプリケーションを使ってステップを 

書き出し、整理してからコードを⼊⼒ 
するとスムーズに解くことができます。

ヘルプデスクを作る。進みの早い 
メンバーが、ほかのメンバーを 

サポートできる場所を作りましょう。

指導計画と応⽤のヒント

Swift Playgroundsで学習する際のヒント
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パズルの解き⽅を伝える。実際にByte（バイト）の世界を 
ライブビューで拡⼤したり回転したりしながら、パズルを 

クリアするためにやるべきことを、クラブのメンバーに 
理解してもらいます。2つのウインドウの境界部分を 

指先で押さえて左にドラッグすると、フルスクリーンで 
表⽰することもできます。

ペアプログラミング。2⼈のメンバーに、1台のiPadまたは
Macで⼀緒に作業してもらいます。パズルの解き⽅について

お互いにアイデアを出し合い、交代しながらコードを 
書いてみます。

アクセシビリティ機能を使う。Swift Playgroundsは、
macOSおよびiPadOSに内蔵されたアクセシビリティ 

機能に対応しているので、誰でもプログラミングを学べます。
たとえば、⾊の反転やグレースケールの有効化、ズーム機能を使って
可視性を⾼めることができます。



2. モジュールを選ぶ 
クラブの教材は、プログラミングとクリエイティブなデザインアクティビティを織り交ぜたモジュールにまとめられています。各モジュールは1回1時間
のセッション12回分で構成されており、それぞれが特定のテーマとプログラミングの知識レベルに対応しています。「はじめよう」と「やってみよう」
のセッションでは、重要な概念を学んでから、それらをSwift Playgroundsのパズルやチャレンジに応⽤して理解を深めていきます。続く「挑んで 
みよう」と「結びつけよう」のセッションでは、様々なアイデアを検討し、新しい製品を⽣み出すにはコードをどのように活⽤すればよいのかを考えま
す。さらにプログラミングとデザインのスキルを応⽤し、特定のユーザーを対象としたSwift Playgroundsプロジェクトを作成またはデザインしてい
きましょう。 

各モジュールのファシリテータガイドは、本キットの後半に収録されています。今すぐ確認したい場合は、以下のリンクから移動してください。
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プロジェクトを作成する 
Swift Playgroundsの「コードを学ぼう1」と 
「コードを学ぼう2」でプログラミングの基礎を学びます。 
学んだスキルを応⽤し、タッチ操作に反応する 
プレイグラウンドをデザイン、作成していきましょう。 
モジュールを⾒る  

アプリケーションをデザインする 
地域の問題を解決できるアプリケーションをメンバー同⼠で
協⼒し、デザインします。デザインプロセスにそって、ブレーン
ストーミングにより独⾃のアプリケーションを計画し、プロト 
タイプを作成して評価する⽅法を学びましょう。 
モジュールを⾒る 

クイズを作る 
「プロジェクトを作成する」で⾝につけたスキルを活⽤ 
して、Swift Playgroundsの「コードを学ぼう1」と 
「コードを学ぼう2」の難易度の⾼いパズルに挑戦します。 
ユーザー情報を要求してそれに応答するプレイグラウンドを 
作成していきましょう。 
モジュールを⾒る  



2.賞を設定する。楽しく競い合えば、学習意欲が⾼まります。 
プログラミングやデザインで特に優秀だったメンバーを表彰して、 
やる気を刺激しましょう。次のような賞を検討してみてください。 
• 最優秀エンジニアリング賞 
• 最優秀アイデア賞 
• 最優秀デザイン賞 
• 最優秀プレゼン賞 

特別賞を追加し、観客に投票してもらうこともできます。 

1.盛⼤なイベントを企画する。イベントの⽇程を決め、⽣徒、教師、
保護者、地域のメンバーを招待しましょう。 

チームごとにプロジェクトを紹介する時間を設け、簡単な質疑応答
も⾏います。クラブの規模が⼤きい場合は、前半と後半に分けて、
メンバーがお互いにプレゼンテーションを披露できるようにして 
ください。 

クラブのセッション中に撮った写真を楽しいスライドショーにして、
最後に上映するのもおすすめです。

このテンプレートをダウンロードし、 
カスタマイズしていろいろな賞状を 
作りましょう。

作品発表 
地域イベントやアプリケーションコンテストを開催する 
地域イベントやアプリケーションコンテストを開催しましょう。コミュニティの幅広いメンバーを巻き込んで、現代の社会問題を解決するプログラミング
の可能性について⼀緒に考えてみてください。クラブのメンバーたちの才能を披露するのに絶好の機会となります。 
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https://apple-education-static.s3.us-east-1.amazonaws.com/geo/jp/everyone_can_code/playgrounds-certificate_JP.pdf


3.審査員やメンターを募集する。審査員やメンターには、教職員、 
プログラミング経験のある⽣徒、アプリケーション開発やデザイン業界
のエキスパート、教育委員会のメンバー、⾃治会⻑、アプリケーション
プロジェクトの対象ユーザーなどが適任です。  

審査員にはアプリケーションコンテストの開催前にクラブ活動を 
⾒学してもらうこともできます。審査員をゲストスピーカーとして招き、
プロジェクトのブレーンストーミングや計画の段階で、プロの視点からの
助⾔をお願いしてもよいでしょう。 

4.シェアしてインスピレーションを広げる。プレゼンテーションを 
録画してもよいでしょう。ビデオを幅広いコミュニティで共有したり、 
ハイライトをまとめたバージョンを作成して、将来のメンバーに 
インスピレーションを与えるために活⽤しましょう。 

アプリケーションコンテストについて、さらにアイデアやヒントを得る 
には、「アプリケーションコンテスト開催ガイド」をご覧ください。  

「アプリケーションコンテスト開催ガイド」をダウンロード  
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https://www.apple.com/jp/education/docs/app-showcase-guide.pdf?cid=pm-ja-pdf-doc-edu-eccode-launch22


修了認定証

あなたは

を修了したことを、ここに認定します。

さん

サイン 日付



Swift Coding Clubのモジュール 

アプリケーションをデザインするクイズを作るプロジェクトを作成する



プロジェクトを作成する



図形

このセッションでは、「Everyone Can Codeパズル」ガイドで紹介されている楽しいアクティビティに取り組み 
ながら、プログラミングの基本を習得します。メンバーは、Swift Playgroundsの「コードを学ぼう1」と 
「コードを学ぼう2」のパズルを解いてプログラミングを実践し、そこで学んだスキルを活⽤してタッチ操作に 
反応するプレイグラウンドをデザイン、作成していきます。 

「はじめよう」と「やってみよう」のセッションでは、重要な概念を学んでから、それらをSwift Playgroundsの 
パズルやチャレンジに応⽤することで理解を深めます。「挑んでみよう」と「結びつけよう」のセッションでは、 
コードを使って様々なアイデアを検討しながら、新しい製品を⽣み出す⽅法を学びます。セッションの最後に 
地域イベントを開催して、メンバーにプロジェクトの成果を発表してもらうとよいでしょう。  

各アクティビティには、「Everyone Can Codeパズル」ガイドの対応するページの番号が記載されています。 
アクティビティの詳細、その他のリソース、メンバーのサポート⽅法、さらに⾼度な課題のアイデアについては、
「Everyone Can Codeパズル：教師⽤ガイド」を参照してください。 

セッションの概要 

  「はじめよう」と「やってみよう」：6セッション 

  「挑んでみよう」と「結びつけよう」：6セッション 

  発表会
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リソース

コードを学ぼう1

コードを学ぼう2

プロジェクトを作成する 
モジュールの概要

https://books.apple.com/jp/book/id1481279524?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_ja
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コマンド 
コマンド（コンピュータに与える特定の指⽰）の 
基本的な概念について確認します。コマンドと 
シーケンスを使ってコードを記述する⽅法を 
学びましょう。 

はじめよう：「コードを学ぼう1」の「コマンド」で 
「はじめに」を確認する  
宝探し（3ページ） 
やってみよう：「コードを学ぼう1」の「コマンド」 
チャプタのパズルを解く（4〜10ページ）  

コードを学ぼう1 
コマンド 
• はじめに 
• コマンドを使う 
• 新しいコマンドを追加する 
• スイッチを切り替える

1 関数 
関数を定義して独⾃のコマンドを作り、 
作成した関数を呼び出す⽅法を学びます。  

はじめよう：「コードを学ぼう1」の「関数」で 
「はじめに」を確認する  
折り紙（15ページ） 
やってみよう：「コードを学ぼう1」の 
「関数」チャプタのパズルを解く（16〜21ページ） 

コードを学ぼう1 
関数 
• はじめに 
• 新しい挙動を作る 
• 新しい関数を作る 
• パターンをネストする

2 forループ 
forループについて学び、関数とループを使って 
コードをより効率よく実⾏する⽅法を 
確認します。  

はじめよう：「コードを学ぼう1」の「forループ」で 
「はじめに」を確認する 
パターンを作る（26ページ） 
やってみよう：「コードを学ぼう1」の「forループ」 
チャプタのパズルを解く（27〜31ページ）  

コードを学ぼう1 
forループ 
• はじめに 
• ループを使う 
• 4辺でループする

3

プロジェクトを作成する
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変数 
変数を介してコンピュータが情報を保存する 
仕組みや、変数を使ってプログラミングする 
⽅法を学びます。 

はじめよう：「コードを学ぼう2」の「変数」で 
「はじめに」を確認する  
ニュースボット（36ページ） 
やってみよう：「コードを学ぼう2」の 
「変数」チャプタのパズルを解く（37〜40ページ） 

コードを学ぼう2 
変数 
• はじめに 
• 記録する 

対象ユーザーに合わせて 
デザインする 

ユーザーごとの視点の違いについて考え、 
特定の対象ユーザーに合わせて製品を 
デザインする⽅法を学びます。 

結びつけよう：ユーザーの視点で考える 
（58ページ）

条件分岐コード 
ブール論理について学び、条件分岐コードを 
記述する⽅法を確認します。 

はじめよう：「コードを学ぼう1」の 
「条件分岐コード」で「はじめに」を確認する  
もしもゲーム（49ページ） 
やってみよう：「コードを学ぼう1」の 
「条件分岐コード」チャプタのパズルを解く 
（50〜56ページ） 

コードを学ぼう1 
条件分岐コード 
• はじめに 
• スイッチを調べる 
• else ifを使う 
• 条件分岐コードをループする 
• 関数をじょうずに使う

4 5 6
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プロジェクトを作成する 19

型と初期化 
型の記述⽅法や、コード内で型を初期化する 
⽅法を学びます。  

はじめよう：「コードを学ぼう2」の「型」チャプタと 
「初期化」チャプタで「はじめに」を確認する 
優れたデザインの特性（62ページ） 
やってみよう：「コードを学ぼう2」の 
「型」チャプタと「初期化」チャプタのパズルを解く 
（63〜66ページ） 

コードを学ぼう2 
型 
• はじめに 
• ワープをオフにする 

初期化 
• はじめに 
• エキスパートを初期化する 
• 違う型のインスタンスを使う

インタラクティブな図形  
Swift Playgroundsの「ブック」セクションにある 
「図形」のプレイグラウンドを詳しく確認します。 
この後のセッションでは、このテンプレートを使って 
プロジェクトを作成していきます。 
「図形グラフィック」「タッチとアニメーション」の 
ページでいろいろと試しながら、各セクションの 
コードで実⾏される内容やその仕組みについて 
考えてみましょう。さらにグループで、「図形」 
プレイグラウンドブックで利⽤できるグラフィック 
要素と関数をリストにまとめていきます。 

図形 
• 図形グラフィック 
• タッチとアニメーション 

図形プロジェクトを作成する 
「図形」のプレイグラウンドブックで、⽬と⼿をうま
く協応させるためのアプリケーションプロジェクト
を作成する⽅法を学び、グラフィック要素と関数の 
リストに、新しい要素や関数を追加します。 

挑んでみよう：視覚運動機能を鍛える 
ゲームアプリケーションプロジェクトを作成する 
（67ページ） 

図形 
• タッチとアニメーション 

7 8 9
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プロジェクトを作成する 
ペアで「図形」のプレイグラウンドブックの「タッチ
とアニメーション」ページで、プロジェクトのアイデアを
コードで書いてみましょう。前のセッションで作成
したスケッチを参考にしながら取り組みましょう。 

図形 
• タッチとアニメーション 

プロジェクトをデザインする  
「図形」のプレイグラウンドブックを使ってほかに 
どんなプロジェクトが考えられるかブレーンストー
ミングをします。利⽤できるグラフィック要素や 
関数を考慮して、対象ユーザーのニーズを満たすには
どうすればよいか考えてみましょう。全体でアイデア
を出し合ってから、2⼈1組のペアで⾃分たちの
アイデアをスケッチに描いて、そのプロジェクトで
達成する⽬的や誰を対象ユーザーとしてデザイン
するのかをまとめていきます。 

プロジェクトを評価する 
プレイグラウンドを仲間とテストします。地域イベント
での発表に備えて、チームでプロジェクトの仕組みや
デザインの意図を説明する練習をしましょう。 

図形 
• タッチとアニメーション

作品発表 
地域イベントを開催し、クラブ活動の成果を讃え合いましょう。 
プロジェクトをデモしながらデザインプロセスを説明し、参加者からフィードバックを得る良い機会となります。

10 11 12
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このモジュールでは、「Everyone Can Codeパズル」ガイドで紹介されている難易度の⾼いアクティビティに 
挑戦して、スキルを⾼めることができます。メンバーは、Swift Playgroundsの「コードを学ぼう1」と「コードを 
学ぼう2」のパズルを解いてプログラムを書く練習をすることで、そこで習得した⾼度なスキルを応⽤し、 
ユーザーが⼊⼒した情報に応答するプレイグラウンドを作成します。このモジュールに取り組むには、
「Everyone Can Codeパズル」のチャプタ1〜6の内容を理解し、「プロジェクトを作成する」モジュールを 
完了しているか、それに相当する知識が必要です。 

「はじめよう」と「やってみよう」のセッションでは、重要な概念を学んでから、それらをSwift Playgroundsの 
パズルやチャレンジに応⽤することで理解を深めます。「挑んでみよう」と「結びつけよう」のセッションでは、 
コードを使って様々なアイデアを検討しながら、新しい製品を⽣み出す⽅法を学びます。 
セッションの最後に地域イベントを開催して、メンバーにプロジェクトの成果を発表してもらうとよいでしょう。  

各アクティビティには、「Everyone Can Codeパズル」ガイドの対応するページの番号が記載されています。 
アクティビティの詳細、その他のリソース、メンバーのサポート⽅法、さらに⾼度な課題のアイデアについては、
「Everyone Can Codeパズル：教師⽤ガイド」を参照してください。 

セッションの概要 

  「はじめよう」と「やってみよう」：4セッション 

  「挑んでみよう」と「結びつけよう」：8セッション 

  発表会

じゃんけん

対話

クイズを作る 22

リソース

コードを学ぼう1

コードを学ぼう2

クイズを作る 
モジュールの概要

https://books.apple.com/jp/book/id1481279524?itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_ja


パラメータ付き関数 
関数でパラメータを指定することで、コンピュータ
により詳しい情報を与える⽅法について学びます。  

はじめよう：「コードを学ぼう2」の「パラメータ」で
「はじめに」を確認する  
失敗しないレシピ（71ページ） 
やってみよう：「コードを学ぼう2」の「パラメータ」
チャプタのパズルを解く 
（72〜75ページ） 

コードを学ぼう2 パラメータ 
• はじめに 
• もっと遠くまで進む

クイズを作る 23

1 論理演算⼦ 
論理演算⼦を使い、特定の条件に合わせて動作 
するようにコードを記述する⽅法を学びます。  

はじめよう：「コードを学ぼう1」の「論理演算⼦」
で「はじめに」を確認する 
もしもゲーム2（81ページ） 
やってみよう：「コードを学ぼう1」の 
「論理演算⼦」チャプタのパズルを解く 
（82〜85ページ） 

コードを学ぼう1 
論理演算⼦ 
• はじめに 
• NOT演算⼦を使う 
• 両⽅正しければ合格 
• ⼀⽅でも正しければ合格

ゲームをデザインする 
Swift Playgroundsの「ブック」セクションにある
「じゃんけん」のプレイグラウンドを使って、ゲーム
のリメイク版をデザインします。 

挑んでみよう：じゃんけんゲームを作る 
（76ページ） 

じゃんけん 
• ゲームを作成する 
• コードを共有する 
• ⼿を追加する 
• プロパティを変更する

2 3

クイズを作る
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クイズを作る 
条件付き演算⼦、変数、関数、パラメータ付き関数
の知識を組み合わせ、Swift Playgroundsの
「ブック」セクションにある「対話」のプレイグラウンド
で診断クイズを作ります。 

挑んでみよう：診断クイズを作る（86ページ） 

対話 
• テキスト 
• APIの概要 
• あなたはどのタイプ？

whileループ 
whileループについて学び、指定した条件が合う
までひとかたまりのコードを繰り返し実⾏する⽅法
を確認します。  

はじめよう：「コードを学ぼう1」の「whileループ」
で「はじめに」を確認する 

公園で遊ぼう（90ページ） 

やってみよう：「コードを学ぼう1」の 
「whileループ」チャプタのパズルを解く 
（91〜94ページ） 

コードを学ぼう1 
whileループ 
• はじめに 
• 条件を決めてコードをループする 
• whileループをじょうずに使う 
• ループをネストする

クイズプロジェクトをデザインする 
「対話」のプレイグラウンドブックを基にして、独⾃の
クイズを使ったプレイグラウンドのアイデアを考え
ます。クイズの⽬的を考え、クイズアプリケーションの
デザインを模索し、対象ユーザーを考慮に⼊れて
アイデアをスケッチしましょう。 

4 5 6
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クイズを改良する 
最初に作ったクイズを更新し、whileループに 
異なるモードを組み込みます。このスキルは、 
後のセッションで独⾃のプロジェクトアイデアを 
プログラミングする時に役⽴ちます。  

挑んでみよう：クイズを改良する（95ページ） 

対話 
• テキスト 
• APIの概要 
• あなたはどのタイプ？ 

配列とリファクタリング 
このセッションでは、配列を使った新しいテクニカル
スキルを学び、そのスキルを活⽤してコードを 
リファクタリングします。  

はじめよう：「コードを学ぼう2」の「配列」で 
「はじめに」を確認する 
評価（99ページ） 
やってみよう：「コードを学ぼう2」の 
「配列」チャプタのパズルを解く 
（100〜105ページ） 

コードを学ぼう2 
配列 
• はじめに 
• 情報をまとめて保存 
• 反復処理を試す 
• ブロックを積む 
• 順番に並べる 
• インデックスの範囲外エラーを直す

クイズに選択肢を追加する 
⾃分で作成したクイズのプレイグラウンドを更新し、
複数の選択肢が表⽰されるようにします。 
さらに、どのようなプロジェクトで複数の選択肢を
表⽰させるとよいか考えましょう。 

挑んでみよう：診断クイズに選択肢を追加する
（106ページ） 

対話 
• テキスト 
• APIの概要 
• あなたはどのタイプ？ 

7 8 9
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プロジェクトを作成する 
「対話」のプレイグラウンドブックで⾃分が考えたプ
ロジェクトを作成します。前のセッションで作った 
ワイヤフレームを参考にしてください。 

対話 
• テキスト 
• APIの概要 
• あなたはどのタイプ？

クイズを作る 26

新しいプロジェクトをデザインする 
「対話」のプレイグラウンドブックを使ってほかに 
どんなプロジェクトが考えられるか、ブレーンストー
ミングをします。全体でアイデアを出してから、 
それぞれ個別にアイデアを掘り下げ、⽬的と対象
ユーザーを特定してワイヤフレームを描きましょう。 

プロジェクトを評価する 
プレイグラウンドを仲間とテストします。地域イベント
での発表に備えて、チームでプロジェクトの仕組みや
デザインの意図を説明する練習をしましょう。 

対話 
• テキスト 
• APIの概要 
• あなたはどのタイプ？

発表会 
地域イベントを開催し、クラブ活動の成果を讃え合いましょう。プロジェクトをデモし、デザインプロセスを説明し、参加者からフィードバックを得る良い機会となります。

10 11 12
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アプリケーションデザイン
ジャーナル

このモジュールでは、メンバーは少⼈数のグループに分かれて地域社会の問題を解決できるアプリケーションを 
デザインします。デザインプロセス（ブレーンストーミングでアイデアを出す、アプリケーションを計画する、 
Keynoteで実際に動くプロトタイプを作成する、アプリケーションを評価する）を順に学んでいきましょう。 

デザインプロセスの内容は「アプリケーションデザインジャーナル」で紹介されています。メンバーは、デザイン 
サイクルを進めながら、このジャーナルにアイデアを書きとめ、後で確認することができます。プロセスを記録 
しておくことで、アプリケーションプロジェクトの内容を繰り返し改善できるようになります。また、今後新しい 
プロジェクトを作成する時にテンプレートとして参照することができます。  

このモジュールの最後にアプリケーションコンテストを開催し、メンバーの創意⼯夫を讃えましょう。イベントを 
計画するためのヒントやリソースについては、「アプリケーションコンテスト開催ガイド」を参照してください。 

セッションの概要 

  ブレーンストーミング：2セッション 

  計画：2セッション 

  プロトタイプ：5セッション 

  評価：3セッション 

  コンテスト

アプリケーションをデザインする 28

アプリケーションをデザインする 
モジュールの概要

リソース

https://apple-education-static.s3.us-east-1.amazonaws.com/geo/jp/app-design-journal_JP.key?cid=pm-ja-pdf-doc-edu-eccode-launch22
https://www.apple.com/jp/education/docs/app-showcase-guide.pdf?cid=pm-ja-pdf-doc-edu-eccode-launch22
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アプリケーションをデザインする

ブレーンストーミング 
関⼼のあることに関するアプリケーションの 
アイデアを出し合い、その⽬的と対象ユーザーに 
焦点を合わせて検討します。 

ブレーンストーミング 
• ⽬的 
• アイデア 
• 絞り込み 

プロトタイプ 
アプリケーションのユーザーインターフェイスを 
デザインし、画⾯のフローチャートを作り、実際に 
動くアプリケーションのプロトタイプをKeynoteで 
作成します。 

プロトタイプ 
• 画⾯のスケッチ 
• ストーリーボード 
• アプリケーション動作の改良 
• スタイルのデザイン 
• 作成 
• アプリケーションのアイコンと名前

計画 
iOSの機能や、受容性に富むインクルーシブな 
デザインについて学びながら、アプリケーションの
⽬的を達成するための実際の機能について 
考えます。 

計画 
• ユーザーアクション 
• ⼊⼒とアプリケーションの状態 
• 機能の選択 
• インクルージョン

1〜2 3〜4 5〜9

    



アプリケーションコンテスト 
アプリケーションコンテストを開催し、クラブで作成したアプリケーションのプロトタイプをより多くの⼈と共有しましょう。イベントの計画や開催についてヒントが 
必要な時は、「アプリケーションコンテスト開催ガイド」を参照してください。 

アプリケーションをデザインする 30

   評価 
アプリケーションのアイデアを発表して、ユーザー
にプロトタイプをテストしてもらい、フィードバック
に応じてデザインを修正する⼿順を繰り返します。  

評価 
• アプリケーションの発表 
• 準備 
• 観察

10〜12

    

アプリケーションをデザインする

https://www.apple.com/jp/education/docs/app-showcase-guide.pdf?cid=pm-ja-pdf-doc-edu-eccode-launch22
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