
マインクラフトプログラミング
プログラミングの始め方



プログラミングの始め方

+1 2 +

新しいプロジェクトを
クリックして、

プロジェクトを作成



プログラミングの始め方

+1 +2 3 +

プロジェクトに名前を
つける



プログラミングの始め方

+1 +2 3 +4 +

コードビルダーで
ブロックを組み合わせて
プログラミングを組める



プログラミングの組み方

+1 +2 3 +4 +5 +

左の項目を
クリックすると

プログラミングのパーツ
を探すことができる



プログラミングの組み方

+1 +2 3 +4 +5 +6 +

パーツを組み合わせて
プログラミングを組める



プログラミングの組み方

+1 +2 3 +4 +5 +6 +7 +

プログラムを動かすには、
・いつプログラムをスタートさせるのか
・プログラムの内容　の2つが必要

プログラムの内容を決める
パーツの形

いつプログラミングを
動かすのか決めるパーツの形



+1 +2 3 +4 +5 +6 +7 +8 +

プログラムは組むだけ
だと意味がありません。

右下の実行ボタンを
押してプログラムを
スタートしよう

プログラミングの組み方



マインクラフトプログラミング
第1回 マインクラフトコース

ブロックや動物の置き方と座標



ブロックの置き方

+1

ブロックの項目を
クリック



ブロックの置き方

+1 2 +

置きたいブロックの種類と
ブロックを置きたい座標を

指定できる

ブロックを設置するパーツ



プログラミングの始め方

+1

Ｃキーを押して
コードビルダーを

表示できる

一番上のエディターを
クリック



座標とは？

+1 +2 3 +

場所を数字で表したものが座標
マインクラフトでは（0,0,0）という風に書く

座標は（X,Y,Z）という順に並んでいる。

X  Y  Z



動物などの置き方

+1 +2 3 +4 +

置きたい動物の種類と
動物を置きたい座標を

指定できる

動物を置くパーツ



マインクラフトプログラミング
第1回 マインクラフトコース

繰り返しの活用



繰り返し構文

+1

たくさんのブロックを出したい時や、
何回も同じプログラムを実行したいときは

繰り返しを使おう

繰り返しのパーツ

中にあるブロックを指定した
回数繰り返すブロック



繰り返しの活用

+1 2 +

にわとりを出すプログラム
にわとりを3匹出すために、動物を

出すブロックを3つ使う。

出したい分ブロックを追加すればそ
の分動物は出るけど、

100匹出したい！
となったら

100個ブロックを追加する...?



繰り返しの活用

+1 +2 3 +

にわとりを出すプログラム

繰り返しを使うと、
100匹でも1匹でも
数字を変えるだけで

出す動物の数を変えれる。



繰り返しの活用

+1 +2 3 +4 +

1列の長い壁を作るように前
に進み、上に1つ進む。

そのあと後ろ向きに
戻ってくる。

というプログラムを10回繰
り返し、10段の高さの壁を

作り出す

ブロックを設置するプログラム



+1 +2 3 +4 +5 +

繰り返しの活用

ブロックを設置するプログラム　解説 ①10ブロック
　前に移動

②1ブロック
　上に移動

③左、左と
　方向転換して
　逆向きにする

④10ブロック
　前に移動

①～④を10回
　繰り返す



マインクラフトプログラミング
プログラミングの始め方



エージェントとは？

+1

プレイヤーの代わりにブロックを
置いたり、アイテムを回収したり

できるロボット



エージェントを動かすパーツ

+1 2 +

エージェントを近くに呼び戻す

エージェントを自分の位置に
ワープさせるパーツ

エージェントを歩かせる

方向と進むブロック数を
指定してエージェントを

進ませるパーツ



エージェントを動かすパーツ

+1 +2 3 +

エージェントの向きを変える

指定した方向にエージェントの
向きを変えるパーツ

エージェントの設定を変える
エージェントに指定した設定

変更するパーツ
真にすると設定を追加
偽にすると設定を削除



+1 +2 3 +4 +

エージェントの手持ちのスロットを有効にする
エージェントに

手持ちの何番目のアイテムを
持たせるのかを決めるパーツ

何も設定しないと
1番目のアイテム（左上）を使う

エージェントにアイテムを持たせる

エージェントに
指定したアイテムを持たせ、
指定したスロットに設定する

エージェントを動かすパーツ



エージェントにブロックを置かせる

+1 +2 3 +4 +5 +

①エージェントを自分の位置に呼ぶ
②エージェントに
[動きながら置く]の設定を追加
③何番目のアイテムを持たせるか決
める
④アイテムを持たせる
⑤エージェントを歩かせる

エージェントにブロックを置かせるプログラム



+1 +2 3 +4 +5 +6 +

この設定を追加しないとブロックを置くプログラムは、
エージェントを動かす→ブロックを置く→エージェントを動かす・・・
という風になってしまい、すごく長いプログラムになってしまう。

設定を追加すると、
[動きながら置く]設定を追加→エージェントを動かす
とするだけでブロックが置けるので、プログラムが短くなる。

エージェントにブロックを置かせるプログラム　解説①

エージェントにブロックを置かせる



+1 +2 3 +4 +5 +6 +7 +

エージェントにブロックを置かせる

エージェントにアイテムを使わせるには、
アイテムを持たせる→手持ちの何番目のアイテムを使うのかを決める
（有効化）
という風にしなければいけない。
順番は逆でも大丈夫

エージェントにブロックを置かせるプログラム　解説②



+1 +2 3 8+4 +5 +6 +7 +

エージェントに四角形を作らせる

①エージェントを自分の位置に呼ぶ

②[動きながら置く]の設定を追加

③ブロックを手持ちの1番目に追加

④手持ちの1番目のアイテムを使うよ
うに設定

エージェントに四角形を作らせるプログラム 解説①



+1 +2 3 8+4 +5 +6 + +7 +9

エージェントに四角形を作らせるプログラム 解説②

⑤エージェントを前に5ブロック進ま
せる

⑥エージェントの向きを右に変える

⑦　⑤⑥番を4回繰り返す

⑧上に1ブロック移動させる

エージェントに四角形を作らせる



+1 +2 3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +

エージェントに四角形を作らせるプログラム 解説③

移動と方向転換を繰り返すことで、
エージェントに四角形を作らせるこ
とができる

1
回
目

２回目
３
回
目

４回目

エージェントに四角形を作らせる


