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5 +年齢

Algorithm

これらを育てます

·  計算論的思考の基礎を創
造力に富んだ方法で楽しく

·  100％アナログで高品質
な教材

· アルゴリズムの理解
· 集中力、論理的思考を促す

4 +年齢

アルゴリズム
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コーディー

ピクシー

次の点において、デジタル技術
への入門を促します。
・デジタル技術の基本的な理解
・�初めてのアルゴリズムとの出
会い
・�操作手順を理解し、設定する
こと

知覚認識の側面では次の能力
を促します。
・集中力
・創造性
・論理的思考
・空間的思考

ゲームのコンセプト
ルイーゼ・シュタルケ�
（デザイン）
ウーテ・シュミット
（バンベルグ、オットーフリード
リッヒ大学FELI研究所所属）

次の施設に最適です
・幼稚園
・未就学児童の教育施設
・小学校

日に日にデジタル化の進む私たちの社会：子どもたちがデジタルメディアと初めて接する年齢も、どんど
ん低くなっています。つまり現代の子どもたちは、かつてなかったテクノロジーに否が応でも幼少期から
対面せざるをえません。生まれたときから、身の回りの世界はすでにデジタル化の進んだ社会。当たり前
のように、最新のテクノロジーと身近に接しながら育っていくのが今の子どもたちです。他方、コンピュー
ターというメディアを操る上でバックグラウンドとなる知識や、そのための深い理解を欠いているのも現
実です。そんな知識を子どもたちに得させるのが、本シリーズ『デジタルスターター』の意図するところです。
初めから実践しつつ学ぶというコンセプトに基づき、遊びの中で学びが得られます。実践経験によって、デ
ジタルの世界へ踏み入れる最初のステップとアクセスを容易にしています。子どもたちが手にする教材は
高品質なドイツ製を誇り、遊びのアイデアは分かりやすくできています。子どもたちはあらゆる感覚を通
じ、アナログ操作、アナログ体験を経ながら、コンピューターがどう機能しているかについての基本知識
に一歩一歩近づいていきます。  

デジタルスターターAlgorithmはバンベルグ大学のFELI研究チームとともに共同開発されました。�
3段階の順を追って理解を徐々に積んでいきながら、コンピューターが決まったパターンの操作手順を追
っていることを学びます。それは実は、みんなの毎日の生活と似たところがあります：子どもたちだって、
毎朝起きてから幼稚園や学校に行くまで、通園路や通学路の途中も含め、毎日決まった順序で決まったこ
とをしなくてはなりません。コンピューターキッズのコーディー、そしてその妹ピクシーと一緒に、子どもた
ちは、コンピューターも前もって決められた操作手順を追いながら機能しているということに気づいてい
きます。自分たちの日々の生活の中で繰り返される行動と、コンピューターの働きに一種の共通点を見出
し、遊びながら納得することができます。毎朝起きて、服を着、学校や幼稚園に行くまでの日常の様々な行
動を、頭で思い描くだけでなく、自分の手で再現します。そこで活躍するのは、子どもに相応しいデザイン、
しかもリアルに造形された教材です。プレイヤーの目には、コンピューターがどんな作業過程を踏んでい
るのかという謎が解き明かされることとなり、遊びの中で子どもたちを情報処理の世界へと近づけてい
きます。

セット内容
・カード7枚（18x13cm）
・絵カード28枚（13x9cm）
・お天気カード5枚
・ゲームボード１
・コーディングカード58枚
・フィギュア・コーディー1
・フィギュア・ピクシー1
・遊び方説明書1

 

みんな、この二人知ってる？ピクシーとコーディーの双子の兄妹だよ。『双子にしては全然似てないね。』っ
て？その通り、見かけだけじゃなくて性格も正反対。好奇心たっぷりでおちゃめなピクシー、落ち着いて何
でもよく考えてから行動するコーディー。だけど二人には共通点が一つ：二人ともコンピューターにすっ

ごく詳しいんだ。ピクシーは、コンピューターで何でもかんでも試して
みたがり屋さん。コーディーはそれとは対照的に、コンピューターが
どんな風に機能しているかをとことん知りたいタイプだから、ああ
でもないこうでもないと工夫しながら、プログラミングに時間をか
けて飽きることを知らないエキスパート。君、もしかしてプログラミ
ングなんて聞いて難しそう…って思ってる？そもそもコンピュー
ターにどうしてこんなに色々なことができるのか全然分かんな
い…って？そんなのぜーんぜん気にしないで！このコーディーと
ピクシーも初めはそうだったんだから。そんな二人がみんなに
一つずつ説明してくれるから、もうちっとも難しくなんてないさ！

コーディーとピクシー
…そしてお決まりの順序のこと

いつものように、今朝もお母さんに起こされる双子のピクシーとコーディー。『…ったく、毎日毎日同じこ
とばかり。』と小声で言って、ピクシーはあくびを1つ。『起きて、顔洗って、お洋服着て、朝ごはん食べて、歯
を磨いて…』するとコーディーは伸びをしてベッドから飛び起き、こう言います。『まるでコンピューターの
プログラム。』
『えっ？コンピューターと歯磨きに、一体何の関係があるって言うの？』とピクシーが不思議がると、コー
ディーは妹をからかうように答えます。『鈍いなぁ、まだ寝てるんじゃない？いつものピクシーならすぐ分か
るはず、コンピュータープログラムの機能も僕たちと同じって：ほら、コンピューターはあるコマンドから
次のコマンドへと、順々に操作を進めていくだろう？』
『あっそっか！』これでピクシーもすっかり目が覚めました。『つまりアルゴリズムね！』

アルゴリズム、この言葉をもうどこかで聞いたことある？今初め聞いたって？気にしない気にしない！�
じゃ、これから説明するわね。さて、君も知っている通り、コンピューターのおかげで私たちの暮らしは
随分と便利。だってコンピューターは、色々な問題の解決方法を見つけてくれる、でも一体どうやって？
だってコンピューターってクリエイティブじゃないし、自分で考えて解決法を見つけるわけじゃあないよ
ね。コンピューターは、プログラムで機能しているの。そしてプログラムは、人（プログラマー）によって書
かれたものなのよ。プログラムがあるからこそ、コンピューターは問題に一歩一歩迫って行って、その解
決にたどり着くことができるの。それでは、結論です。アルゴリズムとは、こんな風に、前もって用意され
た１つ１つの操作順序のことなの。

コンピューターは、いわばこの説明書に着実に従って、目指す目的にたどり着いたり問題解決を見つ
けたりするんだ。説明書、つまりプログラムが上手く書かれていれば、目的は速く達成される。でもプロ
グラムに論理が欠けていると、コンピューターが問題解決にかける時間も長くなるし、場合によっては
解決できないことだってあるんだよ。コンピューターが『計算』に費やす時間は、問題の大きさにもよる。
問題が大きい方が、小さい時より長くなるんだ。

コーディーピクシー

アルゴリズム
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 バックグラウンド：アルゴリズム

アルゴリズムという言葉はペルシア語に由来があり、人名《ムハマド・アル・フワーリズミー》にちなんだも
のです。彼は12世紀の数学者で天文学者でもありました。著書である筆算の教科書はヨーロッパでも広
域に広まりました。アルゴリズムは、一つの問題解決を得るために明確に表された操作の決まりを意味し
ます。例えば基本的な計算方法もそのような操作ルールに基づいています。2つの数を足し算する際、厳
密に定義された個々のステップを追うのもその一例です。アルゴリズムには一般に１つのインプット（例え
ば2つの数）と１つのアウトプット（この例では合計）があります。アルゴリズムは与えられたインプットを求
められたアウトプットに算出します。ただし、ここでいう算出とは、数の計算に限らず広い定義で用いられ
ます。インプットは、例えばチェスボードの上の駒の位置でもあり得ます。そしてアウトプットは、次の指し手
でもあり得ます。アルゴリズムは、自然言語で書かれることができます。他方、コンピュータープログラムの
基盤をなすのもアルゴリズムです。そこで、コンピューターに通じるプログラミング言語（例えばパイソン
など）で操作ルールを記述することをアルゴリズムのインプリメント（組み込み）と言います。コンピュータ
ーやロボットが行うすべてのことが、コンピュータープログラムとして組み込まれたアルゴリズムに基づい
ているのです。自然言語で表されたアルゴリズムの中でも、私たちの日常生活で最も典型的な例が、料理
のレシピです。ロボットがレシピを読んで料理をしてくれるようにするには、それを可能とするアルゴリズ
ムが必要で、学者がその開発に取り組んでいます。

プレイヤーはみんなで一緒にアイデアを出し合います。それぞれ自分が毎朝していることを話せば、自然
とアイデアが集まります。色々な意見が出たところで、絵カードをめくってイラスト面が見えるようにしま
す。
カードにはコーディーとピクシーの1つ1つの行動がステップごとに描かれています。それを見ながら次の
ことを話し合いましょう：
・どんなことが描かれていますか？
・みんなで出し合ったアイデアは、全部カードのイラストにも見つかりましたか？
・みんなのアイデアの中になかった内容の絵もありますか？

めくったカードはまだ順序がバラバラです。みんなで一緒にこれらのカードを適切な順番に並べ替えてい
きます。カードを並べながらみんなで次のことも話し合います：コーディーとピクシーは遅刻しないで学
校に着かねばなりません。そのためにそれぞれの行動ステップで、2人がしなくてはならないことは何です
か？
この話し合いの中で、子どもたちは次のことに気が付きます：
カードの並びの中で、必ず決まった位置になくてはならないものがあります。

アルゴリズムの順位の中で、別の位置に変えても構わないカードもあります。

みんなで特定の行動順序の一例、つまりアルゴリズムを決定することができたら、カードをその順番に並
べます。
カードの列ができたら、フィギュアをカードからカードへと順々に移動させて遊びます。この時にも、カード
の順序が適切であるか改めて考えることができます。そしてもっとふさわしい順序が見つかればカードの
位置を変えましょう。

プレイヤー1人1人が過ごす毎朝の流れはどうですか？みんなそれぞれの行動順序には違いがありますか？

ゲーム終了
行動順序の一例、またはいくつもの例がみつかり、それぞれの順序でフィギュアを使って遊んだらゲーム
終了です。

いつも同じ…かな？
プレイヤー：1人から
所要時間：約5～10分
使用するもの：ゲーム1用の絵カード7枚（18x13㎝）、フィギュア・ピクシー、フィギュア・コーディー

毎朝毎朝いつも同じ：起きて、お洋服着て、朝ごはん食べて、行ってきまーす。それともこの順序がいい？起
きて、まず朝ごはん食べて、それからお洋服着て、行ってきまーす。毎朝の行動順序のように、アルゴリズム
もいつも全く同じである必要はありません。ピクシーとコーディーの今日はどんな朝？双子が行動の順序
を決められるよう、手を貸してあげられるかな？コンピューター大好きの2人には、アルゴリズムと呼んだ
ほうがふさわしいかも知れませんね。

ゲームの目的は、コーディーとピクシーが朝起きてから学校へ向かうまでの行動を、目的達成にかなう適
切な方法で順序付けることです。7枚の絵カードを使い、プレイヤーは朝の行動の流れを考えます。そのと
き、順序を交換しても差し障りのないものと、位置不動のものがあることに気づくことになります。

ゲームを始める前に
7枚のカードはよく混ぜてイラスト面を下にして机の真ん中に並べます。コーディーとピクシーのフィギュ
アはその近くに用意しておきます。

ゲームの進行
コーディーとピクシーは家を出るまでにどんなことをしなくてはなりませんか？プレイヤーみんなで考え
ましょう。

ゲームアイデア１

みんなで次のことを考えてね
�
1．�目的に行き着くために、私は何をしなきゃならない？それに必要な1つ1つの行動ステップは？
2．�何から始めなきゃならない？
3．�遅刻しないで学校に着くように家をでるのが私の目的。どの順序ですれば早く確実に望んだ結果が得
られるかな？ 

問題は1つ、そしてどうすれば解決に至るのかを決めるプランが1つ：まさにアルゴリズムと同じね！�
1つ1つの用を順を追って済ませ、次のステップへと進んでいけば早く目的にたどり着けるよ。

まだ起きてもいないのにもう歯磨き？まさかね！だって子供部屋の中に洗面台があるわけないもん。毎朝
の行動の中には、決まった時にしかできないものがあるんだ。そう、起きることが一番最初、そして家を出て
学校へ向かうのが一番最後。

朝ごはんと着替えはどっちが先でも大丈夫。これらの行動は、いつしなきゃならないとは決まっていないか
ら。だけど必ずしなきゃダメよ。でないとお腹が空いたまま出かけるはめになったり、パジャマのままで学校
に行くことになっちゃうもんね。

ん～、歯磨きはどっちがいいかな…朝ごはんの前、それとも後？
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それぞれの天気に相応しい衣服を見つけるのが、ゲームの目的です。この遊びを通じて、子どもたちは�
予め与えられた諸々の条件に合わせて、行動の流れを特定しなくてはならないことを学びます。�
同時に、ある条件に適した行動が、条件が変わると有効性を失ってしまう場合もあることに気づきます。こ
のタイプの問題解決もアルゴリズムの一部を成すものです。

ゲームを始める前に
絵カードはイラスト面を上にして、縦横に配置して机に並べます。どのプレイヤーからもイラストがよく見
えるように置いてください。お天気カードは、まずみんなで見て何が描かれているか話し合いましょう。�
プレイヤー全員にお天気カード5枚それぞれの意味がよく分かったところで、こちらはイラスト面を伏せ
て、絵カードの近くに積み重ねます。ピクシーとコーディーのフィギュアも近くに用意しておきます。

ゲームの進行
ピクシー？それともコーディー？まず、みんなで服を着せてあげるフィギュアを選びます。そして並べて置
かれた絵カードの横にフィギュアを立てます。例えばピクシーを選んだとしましょう。するとコーディーは
これから、妹の衣服を選ぶためのアルゴリズムを作ります。そしてプレイヤーみんながコーディーのアシス
タントです。順番のきたプレイヤーは、ピクシーの着るものを順々に探します。この時コーディーのフィギュ
アをプレイヤーの手から手へ、バトンのように渡していきます。

いよいよゲームの始まりです。お天気カードの山から1番上のものを取って、イラスト面を上に向けます。�
さあ、今日はどんなお天気かな？ピクシー（又はコーディー）は、お天気に合わせてどんな服装をしなくて
はなりませんか？アシスタントのフィギュアを手にしたプレイヤーが、並んだ絵カードから1枚を選んで取
り出し、服を着せるフィギュアに並べて置きます。そしてプレイヤーみんなで、選んだ衣服、そしてその順序
が適切かどうかを話し合います。

真っ先に着るものとして下着のカードを1枚目に選ぶのが適切です。寒い日は上下ともに下着を着けて
暖かくした方がいいので、お天気カードの条件次第で2枚目も下着になるかも知れません。お日様が照っ
て暖かい（暑い）日なら、2枚目はTシャツで構いません。プレイヤーが交代して新しいカードが選ばれるた
びに、全員で、順序が適切で天候条件にふさわしいか話し合います。子どもたち自身の経験がここで生か
されます。厚着をすると汗をかいてしまうし、薄着だと寒くてつらい思いをするものです。雨の日は防水性
のあるものを身に着けないとずぶ濡れになってしまいます。そんなことを避けて快適にすごせるように、
衣服を選びましょう。
これらのカードは、服を着せてあげるフィギュアの横に順々に並べていき、服を着るという行動の一連の�
流れをイラストで追えるようにします。

リュックサックのカードを最後に置いて、これらの行動順序がつくるチェーンを閉じます。

Tシャツ、それともゴム長靴？
条件の違いによって、行動順序に差が生じます。

プレイヤー：1人から
所要時間：約10分
使用するもの：28枚の絵カード（衣服など）、5枚のお天気カード、フィギュア・コーディー、フィギュア・ピクシー

ムアイデア2

夏
外は暑くて、気持ちのい
いカラカラ天気です。

曇り
涼しいけれど、乾燥して

います。

雨降り
寒くてびしょ濡れのお天

気です。

雪
とても寒くて、降りかかった雪が
溶けると服が濡れてしまいま

す。

晴れたり曇ったり
暖かですが、お日様が雲にか
くれると涼しくなります。雨は

降りません。

今日こそお気に入りのゴム長靴をはこうって心に決めたピクシー。それを聞くとコー
ディーは顔をしかめます。『ええっ？そんなの足がむれちゃうよ。窓の外見た？お日様が
カンカン照って暑い夏の日だよ。』そう言われれば確かにゴム長靴では暑すぎると、ピ
クシーも納得するものの、じゃあどんな服装がいいのでしょうか？みんなでピクシーとコ

ーディーに手を貸して、着るものを整えてあげましょう。

雨が降ったら、お気に入りのゴム長靴を履こう。でもお日様が照ったら、長靴じゃない方がいいな…、そう
だ、サンダル！こんな風に、『～したら、こう。～だったら、こう。』と、ある決まった条件を考えに入れないと、
適切ではない行動のパターンがあるものだよね。みんなも経験があるでしょう？私がお洋服を選ぶのと
同じように、実はコンピューターも、条件によってアルゴリズムを合わせなきゃならないことがあるの。

�この遊びでも、論理的に考えて順序立てようね。例えばズボンをはいてからその上に下着なんて着けな
いよね、学校でみんなに笑われちゃうよ！

ジャケットやコート、そしてサングラスや帽子なんかのアクセサリー類は、洋服を着終わってから。�
そして最後の最後に必要なのが、時間割を整えた通学カバン！

どんなお天気でも必ず身に着けるものがあるよね。例えばズボンの下のインナー。これは必ず1番最初に
はくはずだよね。そして、お天気によって着たり着なかったりするものもいくつかある。上半身の下着は、僕
なら寒い時にしか着けないな。
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それでは、カードの列とその順序をプレイヤーみんなでよく見ましょう。ここに出来上がったのはれっきと
したアルゴリズムです。一連の行動の流れが、与えられた条件に相応しく特定され、順序づけられて並ん
でいます！

それでは、みんなで考えましょう。このアルゴリズムはどの部分も論理的に考えられていて正しいですか？
服を着せてあげることになっていたフィギュア（例えばピクシー）をカードからカードへと移動させなが
ら、ピクシーの行動を言葉にしていきます。『ピクシーは、最初にショーツをはいて、次に、お外が寒そうだ
から上半身にも下着を着けて、それから…』

次のラウンドに入ります。まず双子のフィギュアを取り換えます。さっきの例に続くなら、今度はコーディー
に服を着せてあげる番。そしてプレイヤーみんなでピクシーを手伝ってあげます。衣服などの絵カードは、
元の場所に戻します。
お天気カードの山から２枚目のものを引きます：さっきとは違うお天気の条件が与えられました。だから
これから作る『服を着る』ためのアルゴリズムも、新しい条件に合ったものにしなくてはなりません。ここで
子どもたちは徐々に『～だったら～する。』という条件と結果の関係に気づき、それを言い表す文章の構造
にも慣れてきます。一例：お日様が照って暖かだったら、上半身は下着なしでいいね。ゴム長靴もいらない
よ、だけどサングラスを着けた方がいいかな。
ゲームは何度でも好きなだけ繰り返し遊ぶことができます。

         バックグラウンド：条件づけられた指示
アルゴリズムの最も単純な例は直線的な行動や操作の流れです。
直線的行動：まず～せよ、次に～せよ、次に～せよ、最後に～せよ。
しかし多くの場合、条件の違いによって、異なる行動段階に進む必要が生じます。例えば、『ケーキの生地
作りをしていて、バターが手元になければ、代わりにマーガリンを使う。』『雨が降ったら、レインコートを着
る。』『寒かったら、分厚いジャケットを着る。』などの例を挙げることができます。このような場合、アルゴリ
ズムを表現するに際し、条件づけられた指示を出すことになります。つまり特定の行動ステップが、ある条
件が満たされたときだけに、実施されるのです。

もしお天気が雨模様だったら、その場合は、レインコートを着る。

条件づけられた指示は、分岐を定義するためにも用いられます：条件次第で、それぞれ異なる�
行動ステップへと、道が分かれるのです。

もしお天気が暖かいなら、その場合は、Tシャツを、そうでなければ、セーターを着る。

条件づけられた指示はアルゴリズムとコンピュータープログラムにおいて制御フローと呼ばれるものの
１つです。もう１つ、重要な制御フローとしてループ（ゲームアイデア３）があります。制御フローとは、プロ
グラムの流れがそれによって統制、つまりコントロールされることを明示します。プログラム言語では条件
づけられた指示をIF-THEN、分岐をIF-THEN-ELSEで表します。

最も安全な通学路
アルゴリズムとループ
プレイヤー：１～２人で
所要時間：約20分
使用するもの：ゲームボード、コーディングカード全て、ピクシーとコーディーのフィギュア

ゲームアイデア3

『進む』
フィギュアは進行方向�

（フィギュアが顔を向けた方
向）に一コマ進みます。

『目』：
左、右、もう一度左を見て！このカードは横断歩道を渡る前の�
ステップとしてアルゴリズムに組み込まなくてはなりません。

『角を曲がる』
フィギュアはマス目を移動せずに右、または左に進行方向を�

変えます。例：フィギュアを一歩右に進めるには、『角を曲がる』のカー
ドと『進む』のカードを置かねばなりません。

2人とも用意ができていよいよ学校へ向かうことができます。『ねえピクシー…』と妹に
話しかけていたずらっぽく微笑むコーディー。『僕たちの通学路もアルゴリズムで機能
しているよ。一歩一歩進んでいかなきゃならないだろう？しかも、最短距離でその上�
１番安全な道を通って学校に着くのが目的だよ。』
『そんなこと、考えてみたこともなかった。でもお兄ちゃんの言う通り』そう言ってピクシーは
続けます。『お家のドアを出て、すぐに曲がる、直進する、また曲がる…、これって全部、私たちのとるべき行
動の指示だもんね。』
『しかもその指示に、僕らは正しい順序で従っていかなきゃならない。そうしないと学校に着かないから
ね。さあ、これで新しい課題にチャレンジだ。僕らの通学路を表すコードを作ってみよう！』
みんなもピクシー、コーディーといっしょにチャレンジしてみませんか？学校へ向かう一歩一歩のステップ
をコードに変換するのです。2人がとるべき行動の指示を、コンピューターがアルゴリズムに従うために必
要とするような、一連のコードの並びとして表しましょう。

補足：�コーディングカード『ループ』は応用ルールでだけ使われるので、カードの説明も応用ルールの�
ページでご覧ください。
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�������バックグラウンド：コーディング
コーディングとは、アルゴリズムをコンピューターの言語に変えることです。コンピューター言語になった
アルゴリズムはプログラムコード、或いは単にコードと呼ばれます。プログラミングの言語に似た表現を
使っていても、具体的な言語を指すのではない場合には、疑似コードが使われています。例えばさっきの
ゲームでは、天候条件に合わせて衣服を選びました。この場合にアルゴリズムを書き表したのも疑似コー
ドです。
単語が間違って書かれていたり、文章に文法上の誤りがあっても、私たち人はたいていの場合難なくそれ
を理解することができます。それに対して、コーディングでは絶対の厳密さが問われます。例えば『分岐』で
触れたelseが誤ってelsと書かれているだけで、コンピューターはこの単語を知らないので、もはや機能す
ることができません。
逆に、人は内容の誤りに敏感です。仮に誰かが『犬はニャー、猫はワンと鳴く。』などと言ったら、私たちに
は不可解です。これに対し、コンピューターは疑問をもたずに何でも文字通り受け取ります。なので、いわ
ゆる意味論上のエラーがプログラムに誤りをもたらし（Bugs）、ことによっては重大な影響を及ぼすこと
があり得ます。例えば1999年のナサの火星へのミッション、これはプログラム中で一部の値がインチ、その
他がセンチメーターで書かれていたために失敗に終わりました。

世界で初めてプログラムのコーディングを行ったのはエイダ・ラブレス。時は1843年。その内容は、機械に
制御指示を与えるプログラムでした。

ゲームの目的は、コーディングカードを使ってコーディーとピクシーの通学路を、順序正しい行動指示の�
アルゴリズムとして表すことです。ただし、最も短くしかも最も安全な通学路を見つけなくてはなりません。

ゲームを始める前に
ゲームボードを、どのプレイヤーにもよく見えるように机の真ん中に置きます。�
コーディングカードも手元に用意しておきます。

2つのフィギュアは、ゲームボードの横に立てて置きます。プレイヤーの1人（またはゲームマスター）が通
学路を設定します。まず『お家』のカードと『学校』のカードをボードに乗せます。どちらのカードも、ボード
上の緑の植え込みがあるところ、または歩道を選んで好きな位置に置いてかまいません。�
そして『横断歩道』のカードを車道に置き、コーディーとピクシーがどこで道路を安全に渡ることができる
かを指定します。道路を渡り切れるように横断歩道を置くには、カードが2枚必要です。車道の幅がどこも
2マス分に相当するからです。ここまで準備が整ったら、コーディーとピクシーのフィギュアを家に置きます。

ヒント： ゲームに慣れないうちは、家と学校をあまり遠く離れたところに置かないようにしてください。
スタート地点とゴールの距離が長ければ長いほど、また道路を渡る回数が多ければ多いほど、通学路を
表すコードは長く、従ってコード化が難しくなります。

横断歩道：
道路を横切るための横断歩道を置くには、ボード
の上に２枚のカードを置きます。道路は必ず横断
歩道のあるところで渡らなくてはなりません。

家：
お家のカードが�
スタート地点です。

学校：
学校のカードが�
ゴールです。

ゲームの進行
プレイヤーみんなでボードをよく見ましょう。どこが家ですか？そして学校は？目的地に行くにはどの車道
を渡らなくてはなりませんか？
家のカードがスタート地点で、このカードは１マスとして数えます。
コーディーとピクシーがどのように家から学校へと進んで行ったらいいか、みんなでその一歩一歩を考え
ます。双子の兄妹は、もちろん安全な所しか歩いてはなりません。それは緑の植え込みがある所と歩道で
す。そして道路を横切るときには、横断歩道を渡ります。これらの動きをそれぞれコーディングカードで表
します。そしてコーディングカードを順々に並べて列にしていきます。ゴールにたどり着くまで、一歩進むた
びにコードが長くなります。

ヒント：プレイヤーがフィギュアの進行方向と同じ向きを見た方がコード化が易しくなります。�
コーディー、ピクシーと同じ向きに顔を向けられるように、ボード向かって座るようにしてください。

例：

道路を横切る�
には横断歩道�
のカード２枚で。

スタートを表
す家のカード

ゴールを示
す学校の�
カード

家から学校への道のり

...
コーディーと�
ピクシーは歩道
を歩きます。

２人は右に曲
がります。

車が来ないか、
右左を確認し
ます。

横断歩道を渡ります。
（横断歩道の１つ目
のマス目）
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コードが完成したら、プレイヤーは全部正確にできているか確認します。それにはコーディーとピクシー
のフィギュアを手に取り、コードの指示に従ってマス目からマス目へと移動させていきます。�
道路を横断する前に左右を確認するなどの、特殊なコマンドももらさずチェックしましょう。

コード正解例：

コーディーとピクシーは、遠回りせずに、しかも安全な場所だけを通って（歩道、緑の植え込み、横断歩
道）ゴールに着きましたか？�
うまくいきましたね、正確なコード化ができました！

それともコーディーとピクシーは、道からそれてしまってゴールにたどり着くことができませんでしたか？
それならプレイヤーは改めてコードをチェックし、どこに間違いがあったのか探してみましょう。�
間違いを正したら、もう一度フィギュアを使ってコードを読み取り、道のりをたどってみます。

ゲームは何度でも好きなだけ繰り返して遊ぶことができます。スタート地点とゴールを毎回自由に設定す
ることができ、横断歩道を何か所でも渡ることができます。なので遊ぶたびに新しいコードが完成します。
通学路を徐々に長くすると難易度が上がり、コードもその分長くなっていきます。

ループを使ったバリエーション

同じルールで遊びますが、使用するカードにループのコーディングカードを加えます。

特定の操作の流れが1つのアルゴリズムの中で繰り返される場合があります、これがループです。�
例えばコーディーとピクシーが、5歩続けてマス目を直進しなければならないとすれば、それはアルゴリズ
ム中の指示の反復です。それを表すには次の方法があります。  

 
ループはこのように表すことができます：

こちらもループの表現例です：

ループの始まりを示すカード
ループが始まる位置に置き

ます。

ループの終わりを示すカード
ループが終わる位置に置きます。カードに記された数字がループの

回数、つまり指示が何回繰り返されるかを示します。�
ここでは２xによって、ループ２回の反復を明示しています。

２つ目の例のアルゴリズムは次のように読み取ります。

ループの始まり　－　直進する　－　ループの終わり、繰り返し5回

アルゴリズムは初めの例と同じ内容ですが、表記が短くなっています。�
指示を５回反復するために、同じ支持を５回出さなくていいからです。

 バックグラウンド：ループ

ループは『条件づけられた指示』『分岐』に並んで、アルゴリズムとプログラムにおける最も重要な制御�
フローの１つです。ループによって、同じ操作ステップが何度も続けて実行される、つまり反復が可能にな
ります。例えば誰かに目隠しをして歩いてもらうために、次のように指示するとします：�
『5歩直進してください、そして右を向いてください、そこから3歩直進してください。』�
ここでは1歩進むという行動が最初に5回、後に3回繰り返されます。�
それに対し、右を向くという行動は1回だけ行われます。

ある操作段階が何回実施されるかを数えて表すループをforループといいます。�
さきほどの例をforループを使って表すと次のようになります。

forループ歩数１から５：歩め

右を向け 

ループ歩数１から３：歩め

以下はパイソンにおけるforループの式例です：

s=0
for i in range(1, 10):
    s = s + i
print s

変数ｓは初め０という値とします。これを『初期化する』と言います。その後ループ計算をするiをｓに10回
繰り返し加えていきます。0+1+2+...+10で結果55。（ここで55を算出する方法はガウス計算法、天才数学
者カール・フリードリッヒ・ガウスが小学生のときに発見しました。）

『一番乗り！』校庭に着くとピクシーが歓声をあげます。『それにしても長いコードだっ
たね。』とコーディーがいかにも驚いた様子で言うと、ピクシーもまんざらでもない顔で
答えます。『私たち、コンピューターに勝るとも劣らないって言ってもいいくらい、だって一
番近道でしかも一番安全な通学路をみつけて、おまけに一番乗りで学校に着いたんだよ。
だからまだ時間は十分。授業の始まる前に鬼ごっこ。』そしてピクシーはお兄ちゃんの肩をポー
ンと叩くと、『お兄ちゃんの鬼！』と言って駆け出します。
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Algorithm

Digital learning aspects:  
∙  Gain a fundamental  
understanding of digital 
technology

∙  Learn about basic  
algorithms

∙  Identify and determine 
sequences of steps

Cognitive learning  
aspects:
∙ Concentration
∙ Creativity 
∙ Logical thinking
∙ Spatial thinking

Game design
∙ Luise Starke (Design)
∙  Ute Schmid (FELI 

Research Group,  
University of Bamberg)

Perfect for:
∙ Preschool
∙ Kindergarten
∙ Elementary school

The world is becoming increasingly digital; children come into contact with digital 
media at an increasingly early age and this presents them with new challenges.  
They may grow up as „digital natives“, but many of them lack the basic understanding 
and knowledge of how computers work.

The Digital Starter range teaches children this knowledge through play, based on the 
principle of “learning by doing”. Practical experience makes it easier for them for learn. 
Using high-quality materials and accessible games that use many of their senses, 
children are introduced step-by-step to fundamental computer processes.  

The “Digital Starter – Algorithms” set was developed in collaboration with the FELI 
research group at the University of Bamberg. The three games build on each other and 
explain how a computer works using specific patterns and sequences of steps – just 
like children know from their day-to-day lives  every morning, they get up and go to 
kindergarten or school, following specific sequences of steps as they do so. Together 
with the computer experts Cody and his sister Pixi, children learn that a computer also 
works in specific, defined sequences of steps. The games playfully show and teach the 
parallels between children’s everyday routines and a computer’s algorithms. The 
child-friendly materials, designed to reflect objects in everyday life, enable children to 
practice the abstract ideas behind the sequences of steps as they get dressed in the 
morning and set off for school. The games also unlock to the players the secret of 
computers’ work processes, providing a playful introduction  
to information technology. 

Contents:
∙   7 cards (18 x 13 cm / 7” x 5”) 
∙   28 image cards (13 x 9 cm / 7.5” x 5”)
∙   5 weather image cards
∙   1 game board
∙   58 coding cards
∙   1 Cody figure
∙   1 Pixi figure
∙   1 set of instructions

 

CodyPixi

Cody and Pixi 
… and the Case of the Sequences

Every morning, twins Pixi and Cody are woken up by their mother.  
“It‘s always the same,” mumbles Pixi, yawning. “Get up – wash – get dressed – have 
breakfast – brush teeth...” Cody stretches and jumps out of bed. “Yes, it is!” he says. 
“Just like a computer program.” 

“What has a computer program got to do with brushing my teeth?” says Pixi.  
“Are you still asleep?” teases Cody. “It‘s obvious! A computer program works like this  
it follows one set of instructions after another. It’s really logical.” 

“Oh, I see,” says Pixi, feeling more awake. “You mean an algorithm!”

Have you heard this word before  algorithm? No? Don‘t worry, we’ll explain it  
to you. You know that computers make our lives easier. They find solutions to  
lots of problems, but how do they do that? How do they know what they have  
to do? Computers are not creative, they can’t find solutions by “thinking” about them. 
They use programs that have been written by people (programmers). The computer 
approaches the problem step by step and solves it using the program.  
This predetermined sequence of individual steps is called an algorithm.

The computer follows the instructions exactly to reach its objective or solve a  
problem. If the instructions for finding the solution, i.e. the program, are written  
well, it doesn’t take very long. However, if the instructions are illogical, it takes  
the computer longer to solve the problem, or sometimes it doesn‘t work at all.  
It takes a computer longer to “solve” a big problem than a small one. Cody

Pixi

Have you met Pixi and Cody? They are brother and sister, twins in fact, but  
they aren’t at all similar! Pixi is cheeky and curious, whereas Cody prefers to  
go slowly and think things through. They have one thing in common  they are 

both really good with computers. Pixi wants to find 
out everything that a computer can do, whereas 
Cody wants to understand exactly how it works 
and spends ages fiddling about with computer 
programs. Does that sound complicated to you? 

Do you not know very much about how a  
computer works? Don’t worry, Cody and  
Pixi were exactly the same. They will explain  

it all to you, step by step, and it will all become 
clear!
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 “Algorithms” –The Facts
The term “algorithm” comes from Persian and is the anglicized version of the name of 
a 12th-century mathematician and astronomer Muhammad Ibn-Mūsā al-Hwārizmī, 
who wrote a book on calculation that was widely read across Europe. 
An algorithm is a precisely defined sequence of steps to solve a problem. As an 
example, the calculation methods for basic arithmetic calculations use these 
sequences of steps. Adding two numbers together follows a sequence of individual, 
precisely defined steps. An algorithm usually has an input (e.g. two numbers) and an 
output (e.g. the sum of the two numbers). The algorithm “calculates” the input to get 
the output. In this case, however, “calculates” is used in a more general sense than 
when calculating with numbers. For example, the input could be a piece’s position on 
a chessboard and the output is the next move. 
Algorithms can be described in natural language, and form the basis of computer 
programs. When a sequence of steps is written in a language that a computer can 
understand (e.g. the programming language “Python”), it’s called “implementing” an 
algorithm. Everything that computers and robots do is based on algorithms 
implemented as computer programs. A good example of everyday algorithms in 
natural language is a recipe. Scientists create algorithms that enable household robots 
to read and implement recipes.

It’s always the same – isn’t it?  
Players: 1+
Length of the game: approx. 5 - 10 min. 
You will need:  7 image cards (18 x 13 cm / 7.5” x 5”) for game 1, Pixi and Cody 

figures

It’s the same thing every morning  get up, get dressed, have breakfast  and go. Or is it 
get up, have breakfast, get dressed, and go? Just like a morning sequence of steps, an 
algorithm does not always need to be the same. What could Pixi and Cody’s morning 
look like? Help them to find a sequence of steps  or, as the computer-mad twins 
would say, an algorithm!

The aim of the game is to put Cody and Pixi’s sequence of steps, from getting up to 
going to school, into a sensible order. Using the 7 image cards, the players consider 
potential sequences of steps and identify which should go in specific positions and 
which can be changed within the sequence.

Preparation 
Shuffle the 7 cards and place them face down in the middle of the table. Put the Cody 
and Pixi figures next to them.

How to play 
Players discuss what Cody and Pixi need to do before they can leave the house.

Game idea 1

Players discuss ideas together – ideally, by talking about what they do in the 
mornings. Next, turn the image cards over.
Players look at the image cards of Cody and Pixi’s individual sequences of steps and 
discuss the pictures:
∙ What do the pictures show?
∙  Are all the ideas that the players discussed included? Is there anything that the 
players had not thought of?

The face-up cards are still out of order.
Players now try to put them into a sensible sequence. They discuss the following: 
what do Cody and Pixi need to do and in what order so that they get to school on 
time?  

Players will realize that there are cards that must always be in a specific place.

There are other cards that could be at various points in the algorithm and still make 
sense.

Once a player has determined a potential sequence of steps, i.e. an algorithm,  
they arrange the cards in that order.
Players then go through the cards with the figures and discuss whether the sequence 
makes sense. If it doesn’t, they correct the sequence. 

Players discuss the different ways they normally complete the sequence of steps.

End of the game
The game ends when one or several sensible sequences of steps have been found and 
played through.

Think about the following:

1.  What do I need to do to achieve my objective?  
What sequences of steps are required?

2. Which step should I start with?

3.  Which sequence makes sense and is the quickest, most secure way of  
achieving the desired result, i.e. getting to school on time?  

A problem, and a plan of how to reach a solution  just like an algorithm!  
Complete it one step at a time and you’ll soon achieve your objective!

Brush my teeth before I get up? That won‘t work! For a start, the sink isn’t in our 
bedroom. Certain steps only make logical sense at specific points in time. In the morning, 
getting up always comes first, and going to school always comes at the end.

I can get dressed before or after my breakfast. It doesn‘t matter. However, I have to do 
both at some point, otherwise I would go to school hungry or in my pajamas!

Hmm, which is better? Brushing my teeth BEFORE or AFTER breakfast?

Pixi

Pixi

Cody

Cody
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T-shirt or rubber boots? 
Different conditions result in different sequences of steps

Players: 1+
Length of the game: approx. 10 min. 
You will need:  28 image cards showing items of clothing, 5 image cards showing 

weather conditions, Cody and Pixi figures

Game idea 2

Summer 
It is beautifully 
warm and dry 

outside.

Clouds only 
It is cool, but dry.

Rain 
It is cold and wet.

Snow 
It is really cold and  

when the snow melts on 
clothing, it is also wet.

Sun and clouds 
It is warm but when  
it becomes cloudy, 

it turns cooler.  
It stays dry.

Pixi has made a decision  today she is going to wear her favorite  
rubber boots. Cody pulls a face. “Ergh,” he says, “your feet are going 
to stink. Have you looked out of the window? The sun is shining, it’s  

a hot summer’s day!” Pixi realizes that yes, it is far too warm today to 
wear rubber boots. But what should she wear? Can you help Cody and Pixi 

to find the right clothing?

If – Then, you know already! If it rains, then I will put on my favorite rubber boots.  
If the sun shines, I won’t do that, so instead  it’s time for sandals! There are steps  
that only work when specific conditions are taken into account. Similarly, a computer 
has to adapt its algorithms. Just like me when I’m getting dressed.

Pixi

The aim of the game is to find suitable clothing for the weather. By playing the 
game, children learn to adapt specific steps to predefined conditions. They also learn 
that an action that is right for one condition is no longer appropriate if the condition 
changes. This form of “problem solving” is part of an algorithm.

Preparation 
Place the image cards showing the items of clothing in the grid in the middle of  
the table, so that all players can see them clearly. 
Players discuss the 5 weather cards. If all the players understand what the weather 
cards mean, shuffle them and put them in a pile face down next to the card grid. 
Put the Cody and Pixi figures next to them.

How to play 
Players choose the figure that needs to be dressed, and put it (either Cody or Pixi)  
next to the card grid. If “Pixi” is chosen, the other figure, in this case “Cody”, helps the 
players to create an algorithm that will help their twin to get dressed. One player gives 
the figure, in this case “Cody”, to the next player. When it is their turn, each child helps 
“Cody” to find another item of clothing for “Pixi”.

Start the game  by taking the top weather card off the pile and turning it over. 
What is the weather today? What do Cody and Pixi need to wear? The child with the 
figure in front of them chooses the first clothing card and puts it next to the grid.  
The children discuss whether the sequence and the card chosen are sensible.

The first card should therefore be an underwear card (underpants) and, depending  
on the weather, maybe a second item (vest). If it’s sunny, the second card could  
be a “T-shirt” card. The children continue to discuss what is sensible clothing and  
is suitable for the stated weather conditions. They know from their own experience 
that if you wear too many clothes, you sweat. On the other hand, if you don‘t wear 
enough clothes, you get cold – and if it’s raining, then clothing needs to be water- 
proof, otherwise everything gets wet. That’s not pleasant and can be avoided by 
wearing appropriate clothing.

Place the first card that is chosen next to the figure that needs to be dressed.  
Place the other cards in a row next to them so that the sequence of steps is clear.

The “rucksack” card is the last one in the sequence.

In this game, a logical sequence of steps must also be maintained.  
Pants before underpants, that won’t work, my friends at school would laugh! 

Jacket or coat, and accessories like sunglasses or a hat come last.  
And finally ... obviously I need my rucksack with all my things for school! 

You need certain items of clothing whatever the weather is like. Underpants, for example! 
They always go on first. Other items of clothing are only need in specific weather.  
I think you only need a vest when it’s cold.

Pixi

Pixi

Cody
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Players now look at the row of cards and their sequence. They have created a proper 
algorithm – a sequence of steps adapted to the predefined conditions! Players check 
the sequence and discuss whether each step of the algorithm is logical and correct by 
running through it using the figure that needs to be dressed (in this example, “Pixi”) 
and saying the steps out loud  “First, Pixi puts on underpants, and then her vest, 
because it’s cold outside, etc.”

Then the next round starts. The twins swap places, so now it’s Cody’s turn to be 
dressed and the players help Pixi to do this. Put the clothing cards back in the grid. 
Select the next weather card from the pile. In this round, the weather is different so 
the “get dressed” algorithm needs to be adjusted. Gradually, children will learn to 
recognize and formulate the “If-Then-Connections”  “If the sun is shining and it is hot, 
then Pixi does not need a vest or her rubber boots. However, she does need her 
sunglasses.” This round can be repeated as often as desired.

 “Conditional Instructions” – The Facts
The simplest kind of algorithm is a linear sequence of steps: “First, do this, then this, 
then this, and finally this.” 
However, in many cases, different conditions need to lead to different steps. 
For example, you can buy margarine for baking if butter is not available; if it is raining, 
you put a raincoat on; if it is cold, you put on a warm coat. Formulating algorithms 
for these steps is known as creating a conditional instruction  a step is only carried 
out if the conditions are fulfilled.

IF weather = rainy THEN wear raincoat

Conditional instructions can also be used to define “branches”, when different steps 
are carried out depending on the condition,  

IF weather = warm THEN wear T-shirt ELSE wear sweater

Conditional instructions are part of algorithms’ and computer programs’ control 
structures. Loops are also key control structures (see game 3). The term control 
structure indicates that the sequence that a program follows is controlled. In 
programming languages, conditional instructions are usually written as IF-THEN and 
branches as IF-THEN-ELSE.  

Getting to school safely 
Algorithms and Loops

Players: 1-2
Length of the game: approx. 20 min. 
You will need: Game plan, all coding cards, Pixi and Cody figures

Game idea 3

„Walk“:  
The figure moves  

1 field in the direction 
they are facing

Eyes:   
Look left, look right, and then look left again!  
This card has to be included in the algorithm  

before the crosswalk can be crossed.  

Turning around:  
The figure moves left and right but does  

not walk forwards. Example: to move right into  
a field, a “turn around” card and a “walk forwards”  

card both have to be put down.

Finally, the twins are ready and can set off for school. “Do you know, 
Pixi,” says Cody, smiling, “our route to school is like  
an algorithm, too. We have to do one step after another – in a 
sequence that means we take the shortest and safest route to school.”

“I hadn’t realized that, but you’re right, Cody,” says Pixi. “Out of the door,  
turn onto a road, straight on, turn again...these are instructions...” 

“...and we have to follow them in the right order, otherwise we won’t get there.  
It looks like we’ve come up with a good idea. Let‘s think of a code for our route  
to school!”

Would you like to join in? Help Pixi and Cody turn their steps to school into a code, 
i.e. into a series of instructions just like the ones a computer needs to  
follow an algorithm.

Note:   The “Loop” coding cards are only needed in the alternative game and are 
explained there.
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 “Coding” – The Facts
Coding refers to translating an algorithm into a programming language. The 
algorithm is then called the program code or simply, code. If terms are used which  
are similar to those used in programming languages, but are not a specific language, 
they’re called pseudocode. The example above about choosing clothing depending  
on the weather was written in pseudocode. While most people understand sentences 
containing incorrect spelling or poor grammar, coding requires precision. For example, 
if you write “els” instead of “else”, the computer won‘t work because it doesn‘t 
recognize the word. 
People, on the other hand, would react to the error immediately. For example, if 
someone says, “Dogs miaow and cats bark,” we would be surprised. Computers, 
however, take statements at face value. These “semantic” errors cause faulty programs 
(bugs) that can have dramatic consequences. For example, NASA’s 1999 Mars mission 
failed because one section of the values was in inches while another was written in 
centimeters.
The first person to “code” a program was Ada Lovelace in 1843, when she wrote the 
commands to control a programmable machine.

The aim of the game is to find the shortest, safest route to school for Cody  
and Pixi and represent it as an algorithm sequence using the coding cards.  

Preparation 
Put the game board in the middle of the table so that all players can see it clearly.  
The coding cards are ready to be used.

Put the figures next to the game board. One player, or the game leader, decides the 
route to school by placing the “Home” and “School” cards on the game board. Both 
cards can be placed on any green or sidewalk spot. Put the “Crosswalk cards” on the 
roads to mark where Cody and Pixi can safely cross them. Two cards are needed for a 
crosswalk, as a road is always 2 fields wide.  Put the Pixi and Cody figures by their 
home.

Note:  For the first game, do not put the start and end point too far away from each 
other! The further apart they are, and the more roads there are to cross, the 
longer (and more difficult) the code will be that is needed to describe the twins’ 
route to school.

Crosswalks: 
To put down a crosswalk that crosses the 
street, 2 cards need to be placed directly 
onto the game board. Streets can only be 

crossed using crosswalks.

Home:  
The Home card is 

the start card.

School: 
The School card 

is the target 
card.

How to play 
Players look at the game board and discuss it. Where is the twins’ home and  
where is the school? What streets do they need to cross to get to school?

The Home card marks the start point. This card counts as a field.

Step by step, the players think about the route that Cody and Pixi need to take to  
get to school. The twins are only allowed to go over “safe” fields, i.e. green spaces,  
the sidewalk, and crosswalks when they want to cross the roads. Each action is 
represented by a Code card. Set the coding cards out in a row. The code becomes 
longer with each step, until the twins reach their goal.

Tip:  It is easier to place the code if the players are looking in the same direction as the 
figures. They should position themselves in front of the game board so that they 
have the same line of vision as Cody and Pixi.

Example:

2 x Crosswalk 
cards to  
cross  
the road

Home as  
Start card

School as  
Target card

The route from 
home to school

...
Cody and Pixi 
are walking 
on the 
sidewalk.

They turn 
right.

They check 
to see if the 
road is clear.

They cross the 
road (first 
Crosswalk field).
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Once the code is complete, players check whether they have done everything  
correctly by moving the Cody and Pixi figures from one field to the next using  
the instructions, including all the extra steps, such as “look left, right, and then  
left again”.

The finished route should look like this:

Have Cody and Pixi reached the school without detours and using a safe route (so 
only on green areas, sidewalks, and crosswalks)? Well done, the code was correct!

Have Cody and Pixi detoured from the route and not reached the school? Players 
check the code again to find out where an error crept in. They correct the error and 
then repeat the route from beginning to end using the figures.

The game can be repeated as desired. As the start and end points can be varied,  
and the number and location of the crosswalks may change, every game will result  
in a different code! The routes can gradually be made longer and more difficult, and 
therefore the code as well!

Versions with “loops” 
The game is played as described above, but “loops” are now added to the code 
cards.

Specific steps are sometimes repeated within an algorithm – this is a loop.  
For example, if Cody and Pixi have to walk straight across 5 fields, this counts  
as a repetition.  

It can be represented like this:

Or this:

Loop Start Card 
is placed down at the 
beginning of a loop.

Loop End Card 
is placed down at the end of a loop. The number 
indicates how often a loop is repeated (e.g. 2x = 

the loop is repeated twice)

This means: Loop starts – walk straight on –  
loop ends and is repeated 5 times.

The algorithm says the same thing as before, but it’s shorter 
because the order doesn’t need to be written out five times 
in order to be repeated five times.

 “Loops” – The Facts
Loops, conditional instructions, and branches are the main control structures for 
algorithms and programs. Loops enable a step to be taken several times in sequence, 
i.e. repeated. For example, if you want to direct someone who is blindfolded, you 
might say, “Walk straight ahead for five steps, then turn right, and walk straight ahead 
for three steps.” The action “take a step” is repeated five times and then another three 
times. The action “turn” is only carried out once.

A loop that sets out how many times steps are carried out is the for-loop:

FOR step numbers FROM 1 TO 5: takeStep

TurnRight

FOR step numbers FROM 1 TO 3: takeStep

An example of a for-loop in Python is:

s=0
for i in range(1, 10):
    s = s + i
print s

The variable s is first allocated the value 0 – this is called “initializing”. The tally from  
i to s is then added on to it ten times, i.e. 0+1+2+...+10, with the result 55. (Maths 
experts will recognize the formula discovered by Carl-Friedrich Gauss as a young boy).

“I‘m first!” yells Pixi, when they arrive at the school gate. 

“So many steps,” says Cody, amazed. “That was a really long code!” 
says Pixi, grinning. “Yes, I think we’re at least as good as a computer 
and because we found the quickest and safest route to school, we now 
have time to play a game of tag.” She taps her brother on the shoulder and shouts, 
“You’re it!”
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