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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、自分のアイデアを形にするアプリケーションを作れるようになります。 

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ぶことが  
できます。Appleのプログラミング言語であるSwiftを使い、チームで協力しながらアクティビティに 
取り組み、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）を作る方法を学びます。また、
プログラミングによって自分たちの暮らしをどのように変えることができるのか、考えるきっかけにも
なります。

教師でなくても、プログラミングに詳しくなくても、Swift Coding Clubの指導は可能です。教材は 
各自が自分のペースで学べるようになっており、指導者もメンバーと一緒に学びながら進めることが  
できます。そして、コミュニティで作品発表会を行い、メンバーのアイデアやデザインをたたえましょう。

このキットには3つのセクションがあります。

開始準備 指導計画とヒント 作品発表
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 
ヒントやアクティビティの
内容について紹介します。

コミュニティ内でアプリ
ケーションの発表会を 
企画・開催するのに役立つ
資料を紹介します。

Swift Playgrounds | 小学校高学年以上

iPadのSwift PlaygroundsでSwiftを使って 
プログラミングの基礎を学びます。

Xcode | 高等学校以上

MacのXcodeでアプリケーション開発を  
学びます。



アプリケーション開発プロジェクト
アプリケーション開発プロジェクトガイドで、プロが使うのと  
同じツール、テクニック、コンセプトを学びます。MacのXcode  
プレイグラウンドでプログラミングしながら、プログラミングの  
概念を学びます。

Xcodeアプリケーション開発プロジェクトをダウンロード >

アプリケーションジャーナル
アプリケーションデザインのプロセスを詳しく学ぶための
Keynoteジャーナルです。クラブのメンバーが考えた  
アプリケーションのアイデアを、ブレーンストーミングし、計画し、  
プロトタイプを作り、評価します。

Xcodeアプリケーションジャーナルをダウンロード >

開始準備
1. クラブの教材をダウンロードする。
クラブの初回のミーティングで、AirDropを使って以下の2つのガイドをメンバーに配布します。 
このガイドにも付属しています。
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https://apple-education-static.s3.us-east-1.amazonaws.com/geo/jp/swift-playgrounds/club%20kit/xcode-appjournal_JP.key
https://apple-education-static.s3.us-east-1.amazonaws.com/geo/jp/swift-playgrounds/club%20kit/xcode-appjournal_JP.key
https://apple-education-static.s3.us-east-1.amazonaws.com/geo/jp/swift-playgrounds/club%20kit/xcode_coding_activities.pdf
https://apple-education-static.s3.us-east-1.amazonaws.com/geo/jp/swift-playgrounds/club%20kit/xcode_coding_activities.pdf


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？
それとも完全な初心者ですか？

• どのくらいの頻度でクラブ活動を行いますか？サマーキャンプや 
イベントを計画している場合、プログラミングアクティビティに  
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。
初回のミーティングまでに、必ず以下のものを用意してください。

• Mac。macOS MojaveまたはHigh Sierraを搭載するMac  
コンピュータが必要です。1人1台ずつ用意するのが理想的ですが、  
何人かでMacを共有して一緒にコーディングに取り組むことも  
できます。 

• Xcode。これはAppleが提供する無料のMacアプリケーションで、 
すべてのMacアプリケーションやiOSアプリケーションの開発に  
使用されています。素晴らしいアプリケーション体験を生み出す  
ためのあらゆるツールが揃っています。Xcode 9はSwift 4に、
Xcode 10はSwift 4.2に対応しています。

• 「Swiftによるアプリケーション開発：入門編」。これはAppleが 
提供する無料のリソースで、初心者向けのプログラミングプロジェクト
が8つ用意されています。

• Keynote。アプリケーションのプロトタイプ作成には、iPadの
Keynoteアプリケーションを使います。

• Swift Coding Clubの教材。
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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、
コミュニティ内にクラブの紹介をします。

• 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、作ってみたいアプリケー
ションの種類などを聞いてみましょう。作品発表会の開催予定や、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するのもよいでしょう。

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します。  
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ステッカーをクラブの宣伝に利用してください。  
Tシャツもおすすめです。おそろいのTシャツを着れば、作品発表会のときにクラブのメンバー
を見分けやすくなります。Swift Coding ClubのTシャツテンプレートをダウンロードして、 
メンバー用のTシャツを作ってください。
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Swift Coding Clubのポスター

Swift Coding Clubのステッカー 

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
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
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指導計画とヒント
クラブの教材は、コーディングとアプリケーションデザインのプロジェクトを交互に実施するデザインになっています。  
メンバーの興味に合わせてセッションを追加することもできます。1時間のセッションを30回行うスケジュール例を 
以下に紹介します。 

アプリケーションデザインやコーディングのプロジェクトをさらに発展させたい場合は、AR（拡張現実）やVR（仮想現実）について調べるセッションや、  
身近で活動しているアプリケーションデザイナーから話を聞くセッションなどを追加してみてはいかがでしょうか。また、アプリケーションデザインの  
ブレーンストーミングを活発にするため、ゲストスピーカーを招待したり、課外授業を実施するのもよいでしょう。 

セッション 
1 5

セッション
6 10

セッション
11 15

セッション
16 20

セッション
21 25

セッション
26 30

• 準備
• アプリケーション 
開発プロジェクト1
• アプリケーション
ジャーナル：  
ブレーン  
ストーミング

• アプリケーション 
開発プロジェクト2
• アプリケーション
ジャーナル：計画

• アプリケーション 
開発プロジェクト3
• アプリケーション
ジャーナル：  
プロトタイプ

• アプリケーション 
開発プロジェクト4
• アプリケーション
ジャーナル：  
プロトタイプ 

• アプリケーション
ジャーナル： 
評価と改善

• アプリケーション
ジャーナル： 
アプリケーション
のアピール
• 作品発表会の 
開催



 7

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、人のためになる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。みんなが関心をもてるプロジェクトに、
協力し合って取り組める方法を考えましょう。

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。作品発表会は、クラブの活動内容や、 
アプリケーションのアイデア、プログラミング 

スキルを、メンバーの友達、家族、教師、 
コミュニティ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。発表会を  

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。

クラブ指導者のためのヒント

Xcodeクラブキット：指導計画とヒント



Xcodeアプリケーション開発プロジェクト

プロジェクトに取り組むには、「Swiftによる 
アプリケーション開発：入門編」コースが必要
です。必修レッスンを完了してからプロジェクト
をスタートさせましょう。 

8つのプロジェクトをすべて完了する必要は
ありません。ここでのねらいは、アプリケー
ションの様々な側面を紹介し、自分のアプリ
ケーションをデザインしてみたいという気持ち
を起こさせることです。

「Swiftによるアプリケーション開発：
入門編」をダウンロード > 

8つのプロジェクトを通して、初心者向けに 
コーディングの概念とアプリケーション開発の
基本を紹介します。プロジェクトごとにそれぞれ
異なるアプリケーションの要素を取り上げて 
おり、実際に動くアプリケーションを1つずつ 
作成しながら、段階的に学んでいけるように
なっていますので、最終的に、自分独自のアプリ
ケーションを開発するスキルが身につきます。
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詳細やその他のコンテンツを 
確認する。

「Swiftによるアプリケーション
開発：入門編  教師用ガイド」を
ダウンロード >
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https://itunes.apple.com/jp/book/swift%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA-%E5%85%A5%E9%96%80%E7%B7%A8/id1209648719?mt=11
https://itunes.apple.com/jp/book/swift%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA-%E5%85%A5%E9%96%80%E7%B7%A8/id1209648719?mt=11
https://itunes.apple.com/jp/book/swift%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA-%E5%85%A5%E9%96%80%E7%B7%A8/id1209648560?mt=11
https://itunes.apple.com/jp/book/swift%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA-%E5%85%A5%E9%96%80%E7%B7%A8/id1209648560?mt=11
https://itunes.apple.com/jp/book/swift%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA-%E5%85%A5%E9%96%80%E7%B7%A8/id1209648560?mt=11
https://itunes.apple.com/jp/book/swift%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA-%E5%85%A5%E9%96%80%E7%B7%A8/id1209648560?mt=11
https://itunes.apple.com/jp/book/swift%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA-%E5%85%A5%E9%96%80%E7%B7%A8/id1209648719?mt=11
https://itunes.apple.com/jp/book/swift%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA-%E5%85%A5%E9%96%80%E7%B7%A8/id1209648719?mt=11
https://itunes.apple.com/jp/book/swift%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA-%E5%85%A5%E9%96%80%E7%B7%A8/id1209648560?mt=11
https://itunes.apple.com/jp/book/swift%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA-%E5%85%A5%E9%96%80%E7%B7%A8/id1209648560?mt=11
https://itunes.apple.com/jp/book/swift%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA-%E5%85%A5%E9%96%80%E7%B7%A8/id1209648560?mt=11
https://itunes.apple.com/jp/book/swift%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%96%8B%E7%99%BA-%E5%85%A5%E9%96%80%E7%B7%A8/id1209648560?mt=11


Xcodeの環境設定を詳しく調べる。メニューバーで
「Xcode」>「Preferences」と選択して、テキスト 
編集などの環境設定を設定します。デベロッパ  
アカウントの追加、ナビゲーションやフォントの  
カスタマイズ、イベント発生時の動作設定などが 
可能です。 

手を止めて考える。バグは避けられない 
ものです。手を止めて、問題について考えて 

みましょう。どのような症状が発生しましたか？
どの時点まで正常に動いていましたか？

コードの書き方は人それぞれ。お互いに 
コードを見せ合って気付いたことを 
指摘したり、協力してデバッグしたり 

するとよいでしょう。
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コンソールを確認してデバッグする。 
コンソールを見ると、エラーに関する 

有益な情報が見つかることがあります。 
エラーが発生したコード行は赤色で 

ハイライトされます。

キーボードショートカットをマスターする。 
プロジェクトをビルドする：⌘ + B
プロジェクトをビルドして実行する：⌘ + R
選択したコード行をコメントアウトまたは 
コメント解除する：⌘ + /
選択したコード行のインデントを左にずらす：⌘ + [
選択したコード行のインデントを右にずらす：⌘ + ]

さらに進める。入門コースを完了したメンバーは 
「App Development with Swift」コース（英語）に 
取り組んで、Xcodeを使ったプロトタイプのコーディングに
重点を置いて学習することもできます。

ヘルプデスクを作る。進度の早い  
メンバーが、ほかのメンバーを  

サポートできる場所を確保します。

Xcodeで学習する際のヒント

Xcodeクラブキット：指導計画とヒント



Keynoteに関するヒント

Mac用Keynote  
ユーザガイドを確認 >
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アプリケーションジャーナル

アプリケーションジャーナルでは、アプリケー  
ションデザインを評価したり、プロトタイプを  
改善するプロセスが一通り紹介されています。  
これはプロのアプリケーションデザイナーも  
使っている手法です。

アプリケーションを3分でアピールする  
プレゼンテーションまたはビデオを作成し、  
作品発表会で披露します。  

少人数のチームでアプリケーションについて
ブレーンストーミングし、計画を立ててから、
プロトタイプをKeynoteで作成します。

このKeynoteジャーナルを使ってアプリ  
ケーションの機能について学び、身近な  
問題を解決するアプリケーションをデザイン
します。

Xcodeクラブキット：指導計画とヒント

https://help.apple.com/keynote/mac/9.1/?lang=ja
https://help.apple.com/keynote/mac/9.1/?lang=ja
https://help.apple.com/keynote/mac/9.1/?lang=ja
https://help.apple.com/keynote/mac/9.1/?lang=ja


Xcodeクラブキット：作品発表  11

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。  
アプリケーションデザインで特に力を発揮し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ます。

• 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、観客に投票に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。発表会の日程を決め、生徒、教師、
保護者、コミュニティのメンバーを招待しましょう。 

チームごとに自分たちのアプリケーションをピッチして、質疑応答の
時間も取ります。クラブの規模が大きい場合は、前半と後半に  
分けて、メンバーがお互いのプレゼンテーションを見ることが  
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。

作品発表
成果をたたえましょう
アプリケーションデザインのプロセスとその成果を見せる発表会は、コミュニティ内の幅広いメンバーを巻き込んで、現代の社会問題を  
解決することができる、アプリケーションの可能性について一緒に考える絶好のチャンスです。また、クラブのメンバーたちの才能を披露する、 
またとない機会でもあります。

この賞状をダウンロードし、カスタマイズして  
様々な賞状を作ってください。

https://apple-education-static.s3.us-east-1.amazonaws.com/geo/jp/swift-playgrounds/club%20kit/xcode-certificate_JP.pdf
https://apple-education-static.s3.us-east-1.amazonaws.com/geo/jp/swift-playgrounds/club%20kit/xcode-certificate_JP.pdf


3. 審査員やメンターを依頼する。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、自治会長、アプリケーションの対象ユーザーなどが 
適任です。 

審査員には作品発表会よりも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、アプリケーションデザイン  
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  
してもいいでしょう。

4. 優勝者を選ぶ。審査員がアプリケーションのプレゼンテーションを評価し、
フィードバックを提供する時は、次のページにあるルーブリックを活用して  
ください。このルーブリックは、作品発表会より前に、アプリケーションデザイン
プロセスの「評価」の段階でメンバーに説明しておいてもよいでしょう。

5. 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ましょう。また、ハイライトを
紹介する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てください。

 12Xcodeクラブキット：作品発表



ダウンロード >

評価用ルーブリック

もう一歩（1点） できました（2点） よくできました（3点） 非常によくできました（4点） 得点

プレゼンテーションの内容 アプリケーションの目的や対象  
ユーザーなど、基本的な情報を 
共有している。

アプリケーションの目的とデザインの 
方向性、それがどうユーザーのニーズと
結びついているかについて、明確に 
説明している。 

解決しようとしている課題、市場の 
ニーズ、対象ユーザー、ユーザーの 
デザインニーズについて、明確かつ 
有効的に提示している。

どのようにアプリケーションが  
ユーザーのニーズを満たし、生活を 
変えるのかについて、エビデンスを 
示しながら説得力を持ったプレゼン 
テーションをしている。 

プレゼンテーション技術 重要項目を説明している。 自信と熱意を持ってプレゼンテーション
を行っている。

聞き手を引きつける様々な方法を 
使って魅力的なプレゼンテーションを
行っている。

独創的で、印象的なストーリーで 
構成されている。視覚要素をうまく 
使い、聞き手を引きつけながら発表  
できている。チームメンバー間の 
連携もスムーズである。

ユーザーインターフェイス UIデザインによりアプリケーション
の機能が高められており、すべての
画面でテーマが一貫している。

UIデザインには、iOSでよく使われる 
インターフェイス要素、アイコン、テキスト
スタイルなどが採用されており、使い 
やすく機能性に優れている。プロトタイプ
には、アプリケーションの動作がわかる
インタラクティブな要素が含まれている。

美しく、シンプルでストレスなく使える
UIで、色、レイアウト、読みやすさが  
細部まで考慮されている。ユーザーが
困らないよう、ナビゲーションが工夫  
されている。

デザイン性が高く、もっと使ってみたく
なる仕掛けがある。アニメーションや
色、レイアウトを工夫し、シームレスで
楽しい体験が提供できている。

ユーザー体験 アプリケーションの目的や、アプリ 
ケーションを操作して目的を 
達成する方法が明確に表現されて
いる。

一貫性があり、標準的なナビゲーション
が実装されている。直感的に画面遷移が
できる。

ユーザーのニーズに柔軟に対応できる
構成になっている。アクセシビリティや
プライバシー、セキュリティを考慮した
機能が含まれている。

革新的で驚きのある体験が提供されて
いる。ほかのチームや既存のアプリ 
ケーションには見られないスタイルや
個性が表現されている。

コーディングの概念 アプリケーションの機能と実装  
するコードに関連性が見られる。

データ型、条件ロジック、タッチイベント
などの基本的なコーディングの概念と、
アプリケーションとの関係について説明
している。

必要なコーディング作業の具体的な 
説明があり、そのコードによって 
どのような機能が実装されるのかが、
わかりやすく提示されている。

アプリケーションのアーキテクチャ、 
データ構造、アルゴリズム、および  
機能についての説明があり、なぜ  
そのような選択をしたのかについての
過程が説明されている。

技術的観点（任意） 
Xcodeを使ったプロタイプを審査する
場合および、評価者がSwiftとiOSの
開発についての知識を持ち合わせて 
いる場合に使用

Swiftコードが特定の条件で動く。
基本的なコードであり、抽象化  
されていない。

あらゆるケースでエラーなく実行できる。
基本的なSwiftコードであり、ある程度
抽象化されている。

Swiftの命名規則が使用されており、
整理されて読みやすく、高いレベルで 
抽象化されている。iOSのガイドライン
に準拠している。

コードはコメントを使って十分に説明
されている。Swiftの機能が効果的に
使われている。MVC（Model View 
Controller）などの標準的なデザイン
パターンが採用されている。 

コメント： 0
合計点

https://apple-education-static.s3.us-east-1.amazonaws.com/geo/jp/swift-playgrounds/club%20kit/xcode-rubric_JP.numbers
https://apple-education-static.s3.us-east-1.amazonaws.com/geo/jp/swift-playgrounds/club%20kit/xcode-rubric_JP.numbers


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  
Xcode
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さらに進める
Swift Coding Clubは、プログラマーとしての第一歩に過ぎません。Everyone Can Codeのカリキュラムでは、iPadでの基礎学習から、  
Macでの本格的なアプリケーション開発までを、楽しくコードを書きながら進められるようにサポートする教材を提供しています。  
「App Development with Swift」（英語）を完了した生徒には、「App Development with Swift」の認定資格も用意されています。

また、クラブ活動だけでなく、プログラミングを授業に取り入れるための教師用ガイドも用意されており、初等から高等教育の生徒までを  
対象とした授業案が揃っているので、体系的、段階的にプログラミングを授業に取り入れることができます。 

すべてのEveryone Can Codeリソースを見る >

 Swift Playgroundsのカリキュラムに
ついて（英語） > 

  「Swiftによるアプリケーション開発」の
カリキュラムについて（英語） >

https://www.apple.com/education/docs/Swift_Playgrounds_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/education/docs/Swift_Playgrounds_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/education/docs/Swift_Playgrounds_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/education/docs/Swift_Playgrounds_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/education/docs/App_Development_with_Swift_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/education/docs/App_Development_with_Swift_Curriculum_Guide.pdf
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewMultiRoom?fcId=1115454727&ls=1&app=itunes&at=11lvuV&ct=edu-www-ecc-room-coderesources&v0=www-us-education-everyone-can-code-coding-resources
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewMultiRoom?fcId=1115454727&ls=1&app=itunes&at=11lvuV&ct=edu-www-ecc-room-coderesources&v0=www-us-education-everyone-can-code-coding-resources
https://www.apple.com/education/docs/App_Development_with_Swift_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/education/docs/App_Development_with_Swift_Curriculum_Guide.pdf
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