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この本を手にしたあなたは、きっとマインクラフトが好きなんですね。
マインクラフトのどんなところが好きですか。
ビルディングですか？ それともサバイバルですか？

もちろん、それも魅力的です。しかし、他にも魅力的なことがマインクラフトでできるこ
とを知っていますか。
— それはプログラミングです。

マインクラフトの世界にはコンピュータを追加することができます。
このコンピュータを使い、プログラミングすることができるのです。

 “プログラミングってなに？”
 “聞いたことはあるけど詳しくはわからない。”
 “黒い画面に難しそうな英語の文章をたくさん書いてあるんでしょ。”

簡単に説明するとプログラムとは、コンピュータに与える命令のことです。
プログラミングとはプログラムを作成し、コンピュータを意図どおりに働かせるように
することです。

この本では、マインクラフトの世界でタートルというロボットを使い、今まであなたが
行っていたことを、あなたの代わりにタートルに行わせる方法を学びます。

 小麦や木を自動で集めたいと思いませんか？
 ブランチマイニングを自動化し、レアメタルを効率的に集めたくないですか？

そんなあなたの思いがプログラミングによってすべてかないます。

まずは本に書いてあることを丸写ししてプログラミングしてください。
この本の内容を進めていくうちに、自分でどんどん改造してみたくなるはずです。

“どんどん改造してみたくなる”気持ちこそが、プログラマの第一歩です。
さあ、あなたの大好きなマインクラフトでプログラミングへの扉を開けましょう！

は じ め に

4色



■ マインクラフト プログラミングブック

レッドストーン装置

マインクラフトのスタート地点

タートル ポケットコンピュータ

コンピュータ
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1章   コンピュータクラフトの世界
1.1 マインクラフトとは



1.4 プログラミングをしてみよう　タートルの種類
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・「コンピュータ」のレシピ ・「タートル」のレシピ

石　×7
レッドストーン　×1
板ガラス　×1

鉄のインゴット　×7
コンピュータ　×1
チェスト　×1

金のインゴット x 7
アドバンスドコンピュータ x 1
チェスト x 1

・「アドバンスドタートル」のレシピ・「アドバンスドコンピュータ」のレシピ

金のインゴット　×7
レッドストーン　×1
板ガラス　×

3.1.2 タートルの作り方

3.1.3 アドバンスドタートル



■ マインクラフト プログラミングブック

3.1.4 「色を変える」

vi

「ファーミングタートル」

「ワイヤレスタートル」

「クラフティータートル」

「マイニングタートル」

「メリィタートル」

「ディッギングタートル」

「フェリングタートル」

3.1.4 タートルの装備

3.2 タートルのカスタマイズ
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3.4.2 DigDug 3.4.3　Staires

3.4.4　Mining

6.3.2 Staires を改造しよう 6.4.2 Mining を改造しよう

vii

6章   プログラミングを改造してみよう
6.1 DanceDance 6.2 DigDug 

3.4 プログラミングをしてみよう



■ マインクラフト プログラミングブック

7.1.2 畑を巡回する処理  

7章   本格的な自動化プログラム

viii

7.3 最強ブランチマイニング

7.1 最強ファーマー 畑職人 7.2 最強ウッドカッター木こり職人 

7.2.3 ② 木こりの処理 
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保護者の皆様へ

　マインクラフトをプレイされたことはありますか？
　お子様が勉強そっちのけで集中している姿はしょっちゅう目にされているかと思います。マイン
クラフトではゲーム内において様々な行動が可能です。探索や採掘、クラフティング、戦闘。多くの
ゲームにみられる"エンディングを目指すための行動"ではなく、その"世界で生き抜く環境の構築"が
求められるゲームです。

　その世界で効率化を求めるために利用される道具が"斧"です。"斧"は必ずしも必要ではありません
が、素材を効率的に収集するためには欠かせない道具です。実は、本書で解説しているプログラミン
グも斧と似た側面があります。
　普段コンピュータを利用していて、

　　"このような機能があればもっと楽なのに"
　　"同じ作業を何度も繰り返すのは面倒"

という状況に遭遇したことはありませんでしょうか。このような課題を解決してくれるのがプログラ
ミングです。

　現在、私共は小中学生を対象にした、
　　キッズプログラミングスクールスクール 8×9（ハック）
というスクールを運営しております。当スクール名である"ハック"という言葉により、"ハッカー"と
いう言葉を想起された方もおられるかと思います。皆様はハッカーという言葉にどのような印象をお
持ちですか。

　　"コンピュータを使って情報を盗み出す人"
　　"人のコンピュータに侵入し、コンピュータを破壊する人"

など、悪い印象をお持ちの方もおられるでしょう。
　古来、ハッカーという言葉は"斧ひとつで優れた家具を作る能力のある職人"というニュアンスで使
われておりました。またコンピュータの世界では、広範な知識と高度な技術を持ち、その能力により
技術的な課題を解決する人のことをハッカーと呼んでいます。上述の用にコンピュータを使って悪事
をはたらく人のことをクラッカーと呼び区別します。
　当スクールでは"ハック"という言葉本来の"広範な知識と高度な技術を持ち、その能力により新し
い物を生み出す、既存の問題点を解決する"お子様を育成することを目標としております。

　本書の内容は実際に当スクールで『小学校5年生以上のお子様』を対象に指導している内容の一部
を体系化し、書籍化したものです。このため実際に生徒様の反応を受け、修正してきた当スクールの
ノウハウの集積でもあります。お子様のみでも理解できるよう配慮して記載しておりますが、アルゴ
リズム理解を深める上では保護者様のご協力も欠かせません。
　2020年以降に導入される次期学習指導要領では、小中高でのプログラミング教育導入が検討され
ております。このような中で本書は、お子様が興味をお持ちのマインクラフトからプログラミングの
世界に入っていただく最良の入門書であると自負しております。

　今までプログラミングに携わられてきた方も、初めての方も、お子様と一緒に"現代の斧であるプ
ログラミング"を学習する機会になれば幸いです。

　　　キッズプログラミングスクール 8×9（ハック）
　　　代表 森田康太郎
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マインクラフトの世界
1章

1.1		マインクラフトとは
1.2		マインクラフトの種類
1.3		コンピュータクラフトとは
1.4		タートルの仲間達

マインクラフトでプログラミングをするには、コンピュータクラフトが必要です。
ここでは、マインクラフトってなに？といった素朴な疑問から、マインクラフト
でプログラミングするにはどうすればいいの？という疑問に答えていきます。
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1.1

■ 1 .1　マインクラフトとは

マインクラフトとは

サンドボックス型ゲームとは、砂場遊びのように作ったり壊したり、自由自在
に作ることが楽しめるゲームのことです。

現在はマイクロソフト社に25億ドル(2680億円)で買収されましたが、今もモー
ジャンにより開発が継続されています。

マインクラフトは、ひと言で言うと学びのゲームです。
ゲームがはじまると、いきなり何もないところからスタートします。

そこには海や山や木や湖、それから色々な生き物はいますが、マインクラフトはプ
レイヤーになにも目的を告げません。

この世界でどうやって、なにを目的に生きていけばよいのか。

マインクラフトのスタート地点→ivページ参照

マインクラフト（Minecraft）は、ノッチ（Notch）ことマークス・ペルソン（Markus 
Persson）氏と同氏がモージャン（Mojang：スウェーデンではモーヤン、英語圏では
モージャンと発音します）によって開発され、世界中で１億人以上のプレイヤーに遊ば
れているサンドボックス型ゲームです。
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エンダードラゴンがどこにいて、どうやってそこへ行くのか、どうやって倒すのか
を調べていくのも楽しさの1つです。

それらをすべて自分で考え調べていかなければいけないのが、このゲームの遊び方です。

そのため、手っ取り早くゲームのルールを知り、他の人から教えられた遊び方を真
似てプレイするだけでは、このゲームの本当の楽しさを理解するのは難しいでしょう。

筆者の知るかぎり、マインクラフトを楽しんでいる人は、自分なりの楽しさを見つ
け、それをとことん追求したり、人と共有したりしている人が多いです。

そのため、マインクラフトの遊びは、十人十色であり、遊ぶ人によって楽しみ方が
違う懐の深いゲームであると言えます。

しかし、そんな遊びの中でも代表的な遊び方というものはあります。マインクラフ
トがどのようなゲームであるのかを理解する手助けにもなるため、いくつかご紹介し
たいと思います。

１ 最強の武器、防具を集めて、最強の敵、エンダードラゴンを倒す旅に出かける

エンダードラゴン
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■ 1 .1　マインクラフトとは

レッドストーン装置→ivページ参照

巨大な建築物

レッドストーンという神秘の赤い粉を使って、それと連動するしかけを作り、様々
なことを自動化できます。

３  色々なブロックを組み合わせて、巨大な建築物を作り出す

マインクラフトの世界にある様々な色や形のブロックを組み合わせて、まるでレゴ
ブロックで作品をつくるような感覚でものづくりを楽しむことができます。

２  作物や、資源など様々なものを効率的に集めるしくみを作り、世界中から資源
を集めまくる
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マルチプレイの画面

モッドを導入したマインクラフト（写真は人気モッドのTwilight Forest）

マインクラフトの世界の住人となって、複数の人と一緒にプレイすると、一人で遊
ぶよりもよりいっそう楽しい世界になります。

５  モッドを使って世界を改変する

マインクラフトの特徴の1つとして、様々なモッドによる拡張があります。色々な
モッドを試してみて、自分にあったマインクラフトにしてみるのも楽しいです。

４  マルチプレイで楽しむ
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■ 1 .1　マインクラフトとは

サーバー運用の図

インターネット マインクラフトの
マルチプレイ

マインクラフトの
マルチプレイ

マインクラフトの
マルチプレイ

マインクラフトの
マルチプレイ

マインクラフトの
サーバー

マインクラフトのサーバーを自分でたてて、運営するのも楽しいです。「キッズプロ
グラミングスクール８ｘ９」が無料で公開しているコンピュータクラフトのサーバー
について本書の222ページで紹介しています。

これから本書では、マインクラフトでプログラミングをするという楽しみ方を解説
します。

しかし、これは大前提としてマインクラフトの世界をよく知っていることが、プロ
グラミングを楽しめるかどうかの鍵になっています。

あなたがまだマインクラフトをはじめたばかりならば、まずはじっくりと腰を据え
てマインクラフトの世界を堪能してみてください。そうすれば、マインクラフトでの
プログラミングはとっても楽しいものになるはずです。

６  サーバーを運用する
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モージャン公式サイト

1.2 マインクラフトの種類

実は、マインクラフトには大きく分けて２種類のバージョンがあります。
これから、マインクラフトでプログラミングをするにあたりとても重要なことなの

で、お手持ちのマインクラフトがどの種類なのか確認をしてください。

１  PC版マインクラフト
PC版マインクラフトは最初のマインクラフトです。もともとマインクラフトはパソ

コン版向けのゲームでした。PC版のマインクラフトはWindows版、Mac版、Linux版
の３種類があり、手に入れるにはモージャン（Mojang）のマインクラフトの公式サイ
トからのみ購入できます。

マインクラフトでプログラミングをするには、この種類でなければなりません。
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■ 1 .2　マインクラフトの種類

２  マインクラフトポケットエディション（別名  マインクラフトPE）
マインクラフトポケットエディション（Minecraft : Pocket Edition）は、スマート

フォン（iPhone、Android）向けに開発されたマインクラフトです。現在は、スマート
フォンの他に、任天堂のWi i、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの
PlayStation Vita、PlayStation 3、PlayStation 4、マイクロソフトのXboxといっ
たコンシューマ機器にも移植されています。

それから、最近よく間違われやすいのですが、Windowsストアから購入する、
Minecraft: Windows 10 Edition Beta、それから教育向けのMinecraft: Education 
Editionもマインクラフトポケットエディションがベースになっています。

これらは、マインクラフトでプログラミングができるようにするためのモッド（後ほ
ど説明します）をインストールすることができません。

モッド（Mods ）をインストール
することはできない
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コンピュータクラフトを作ったのは、Daniel Ratcliffe（ダ
ニエルラトクリフ）または、Dan200　というハンドルネーム

（インターネット上でのニックネーム）のモッド開発者です。

1.3 コンピュータクラフトとは

コンピュータクラフト（ComputerCraft）は、マインクラフトにコンピュータを追
加した世界です。

しかし、これはモージャンが販売している追加ワールドではありません。コン
ピュータクラフトは、モッド（Mods）という僕たちと同じマインクラフトのファンが
作った無料のソフトです。

だから、あなたがマインクラフトを持っているのならば、このソフトをダウンロー
ドしてインストールするだけすぐにでも遊ぶことができます。

マインクラフトには、このようなモッドが他にもたくさんあります。

その中でも、コンピュータクラフトは、自分でプログラムを作成し、そのプログラ
ムでコンピュータを制御することができるのでとても人気のあるモッドです（プログラ
ムとは、コンピュータに命令をする指令書のことです）。

コンピュータクラフトの世界では、プログラムさえ作ることができれば、今まで自
分の手でやっていたことを全部、コンピュータにまかせることができます。

まるで、自分の家に万能なロボットがきてくれたかのようです。
もしかしたら、未来のあなたの家にもこのようなロボットが現れて自分たちの仕事

代わりにしてくれる日がくるのかもしれません。
コンピュータクラフトではそんな未来をちょっと早めに体験することができます。

こんな楽しいコンピュータクラフトですが、プログラムができるようになるまでに
は色々知らないといけないことがあります。

この本ではその方法を順番に説明をしていきますので最後までお付き合いください。
まずは、コンピュータクラフトに登場するコンピュータを紹介します。

コンピュータクラフトで、プログラムができるコンピュータは3種類あります。その
うちの1つがコンピュータです。
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豊富なイラストで「なぜ?」を解消! 
Javaの第一歩を踏み出そう

『スッキリわかるJava入門 第2版』は、Javaの基礎から初
学者には難しいとされるオブジェクト指向まで、膨らむ疑問
にしっかり対応しました。Javaプログラミングの「なぜ？」が
わかる解説と約300点の豊富なイラストで、楽しく・詳しく・
スッキリとマスターできる構成となっています。「なんとなく
Javaを使っているけれど、オブジェクト指向の理解には自
信がない」「学習の途中で挫折してしまった」という方にも
おススメです。

スッキリわかる
Java 入門 第2版

インプレス
中山清喬・国本大悟（著者）
658 ページ
価格：2,376 円（PDF）

Java

300ものイラストで楽しく・詳しく・スッキリとマスター!

体験型の本書でプログラミングの
第1歩を踏みだそう！

『やさしくはじめるiPhoneアプリ作りの教科書【Swift 3＆
Xcode 8.2対応】』は、iPhoneアプリを作ってみたい初心
者のための入門書です。プログラミングが初めての人、苦
手意識がある人でも楽しく学んでいけるよう、なるべくやさ
しく、イラストや図をたくさん使って解説しています。本書
では実際にサンプルアプリを作りながら学んでいきますが、
イラストによる解説で、一歩ずつ丁寧に、iPhoneアプリ作
りの基本と楽しさを学べます。

やさしくはじめる
iPhoneアプリ作りの
教科書【Swift 3＆Xcode 8.2 対応】 

マイナビ出版
森巧尚（著者）、 
まつむらまきお（イラスト）
312ページ　価格：3,002 円（PDF）

Swift
（iOS開発）

作成するサンプルアプリは

シンプルで、
意味を理解しながら作っていける

イラストによる解説で、プログラミングがはじめての人でも学べる

会話のやりとりの中にも、

開発現場でのヒントが

詰め込まれている
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プログラミング未経験でも
Androidアプリを開発 !
Android
開発

JavaScriptを網羅的に
取り上げた骨太の1冊
Java
Script

幅広いジャンルで活躍 !
C#がキホンから学べる本

C/C++

初歩から順に理解できる
PHPとデータベース

PHP

PHP5.4の基本から
MySQLとの連携まで!

PHP

初めてのウェブ開発も安心
Rubyの文法を基礎から解説

Ruby

イラストでよくわかる
Android アプリのつくり方

Android Studio 対応版

親しみやすいイラストや、ステップバイステップで
の丁寧な解説が基本コンセプト。開発環境
「Android Studio」に対応し、Android のプロ
グラムを作りながら、自然に Java というプログラ
ム言語の知識が身につきます。

インプレス
羽山博・めじろまち（著者）

価格：2,138 円（PDF）

JavaScript 逆引きハンドブック

JavaScript の逆引きリファレンスの決定版。
JavaScript の機能を網羅的に取り上げていて、骨
太の 1冊になっています。JavaScript の基本的な
処理や便利な Tips はもちろん、HTML5 の API
についても数多く掲載しています。

シーアンドアール研究所
古籏一浩（著者）

993 ページ　価格：3,694 円（PDF）

基礎からわかる C#

本書はプログラミングの経験がある人を対象とし
た、プログラミング言語「C#」の入門書です。C#の
概要から基本的な文法、特徴的な機能まで、わかり
やすく解説しています。C# 6.0 の新機能について
も解説しています。

シーアンドアール研究所
西村誠（著者）

168 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしいPHPの教本
PHPとデータベースの基本を順番に学んで、実践
的なプログラムを完成させていく PHP の入門書
です。大事なポイントや勘違いしやすいポイントは
講師がフォロー。セミナーを受けている感覚で読み
進められます。

インプレス
柏岡秀男・池田友子（著者）

240 ページ　価格：1,836 円（PDF）

PHP+MySQLマスターブック
この一冊で PHPと MySQL の基本とWeb アプ
リケーションの構築法について学習できる実践的
なプログラミング入門です。現場必須のプログラム
構築法、API の活用法から、セキュリティ技術まで
詳しく解説します。

マイナビ出版
永田順伸（著者）

384 ページ　価格：2,916 円（PDF）

改訂 3 版
基礎 Ruby on Rails 

Ruby の文法やオブジェクト指向の考え方を初歩
から解説。アプリケーションのモックアップ作り、
データベースを導入し、ログイン・ログアウト機能
を加え、最終的にはメンバーや記事の管理ページ
までできあがります。

インプレス
黒田努・佐藤和人（著者）

536 ページ　価格：3,240 円（PDF）
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プログラミングの基本から
手取り足取りじっくり解説
コンテスト
・学習

必ずアルゴリズムの意味が
わかるようになる入門書！

はじめてプログラミングに
触れる前に読んでおこう
コンテスト
・学習

Go 言語の基礎から応用まで
ポイントがよくわかる

その他
言語

R 言語の機能を
目的から見つけ出せる!
その他
言語

プログラミングの初心者が
Python 3を学ぶのに最適

その他
言語

目指せプログラマー！ 
プログラミング超入門

本書は Windows 開発の標準ツールとも言える
「Visual Studio」を使い、C#というプログラミン
グ言語でプログラミングの基本を学びます。最終
的には、ちょっとしたアクションゲームが作れるく
らいになるのが目標です。

マイナビ出版
掌田津耶乃（著者）

312ページ　価格：2,074 円（PDF）

楽しく学ぶ
アルゴリズムとプログラミングの図鑑

図解とイラストを豊富に使ったアルゴリズムの入門
書。アルゴリズムとは『問題を解決するための考え
方』です。それが分かってきたら、8 種類のプログラ
ミング言語を使ったサンプルプログラムを実際に
試しましょう。

マイナビ出版　森巧尚（著者）、まつむらまきお（イラスト）
300 ページ　価格：2,689 円（PDF）

プログラミングの世界へようこそ

全くの初心者がプログラミングを勉強したいとき、
さまざまな疑問が湧いてきます。「どの言語を覚え
ればいい?」「文系でも大丈夫 ?」本書はプログラミ
ングに触れる前に知っておきたい基本をイラスト付
きで解説します。

マイナビ出版
尾川一行・中川聡（著者）

192ページ　価格：1,933 円（PDF）

改訂 2 版
基礎からわかる Go言語

Google が開発したプログラミング言語「Go」の
基礎から応用までをわかりやすく解説した 1 冊で
す。最新の Go 1.4 のバージョンに対応して改訂し
ました。Linux、Mac OS X、Windows の各環境
に対応しています。

シーアンドアール研究所　古川昇（著者）
240 ページ　価格：2,138 円（EPUB）

改訂 3版
R言語逆引きハンドブック 

本書では、最新バージョンのR 3.3.0 に対応し、R
言語の機能を目的から探すことができます。統計
が注目を集めるなか、Rを利用するユーザーも増え
ています。初心者でも使えるように、導入から丁寧
に解説しています。

シーアンドアール研究所
石田基広（著者）

800 ページ　価格：4,860 円（PDF）

基礎 Python 基礎シリーズ

プログラミングの初心者を対象にした Python 3
の入門書です。変数の取り扱いから、リスト、タプ
ルといったPython 固有のデータの操作、制御構
造や関数などについて、初心者でも基礎から学習
できるように説明しました。

インプレス
大津真（著者）

312ページ　価格：2,894 円（EPUB）
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