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ࡇࡢ
この 4 ᭶ࡽ࠸ࡼ࠸ࡼᑠᏛᰯ࡛᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡀᐇ࡞ࡾࡲࡍࠋᅇࡢᨵᐃ࡛ࡣ㸪ᑠᏛ
月からいよいよ小学校で新学習指導要領での教育課程が完全実施となります。今回の改定では，小学

校から高校まで一貫した情報活用能力の育成が重視され，その中にプログラミング教育も位置付けられていま
 ᰯࡽ㧗ᰯࡲ୍࡛㈏ࡋࡓሗά⏝⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀ㔜どࡉࢀ㸪ࡑࡢ୰ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࡶ⨨ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡲ
 ࡍࠋᮍ▱࡞ࡶࡢࢆᢅ࠺࠸࠺ࡇ࡛Ᏻࡸᚰ㓄ࡀ࠶ࡿࡇᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪Ꮚ౪ࡓࡕࡗ࡚ࡣࡇࢀࡽᚲせ
す。未知なものを扱うということで不安や心配があることと思いますが，子供たちにとってはこれから必要と

࡞ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᏛࡿᴦࡋࡳ࡞㛫ࡋࡓ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡡࠋ
なる資質・能力を学べる楽しみな時間にしたいものですね。
 


ᑠᏛᰯ࠾ࡅࡿࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࡣ㸪㸱ࡘࡢࡡࡽ࠸ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸪ࡑࢀࡣࠗձࠕࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢⓗᛮ⪃ࠖ
小学校におけるプログラミング教育には，３つのねらいがあります，それは『①「プログラミング的思考」

 ࢆ⫱ࡴࡇ㸪ղࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢാࡁࡸࡼࡉ➼ࡢࠕẼࡁࠖࢆಁࡋ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼ࢆୖᡭά⏝ࡋ࡚ၥ㢟ࢆゎ
を育むこと，②プログラムの働きやよさ等への「気付き」を促し，コンピュータ等を上手に活用して問題を解

Ỵࡋࡼ࠺ࡍࡿែᗘࢆ⫱ࡴࡇ㸪ճྛᩍ⛉➼ࡢෆᐜࢆᣦᑟࡍࡿ୰࡛ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢయ㦂ࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪ྛᩍ
決しようとする態度を育むこと，③各教科等の内容を指導する中でプログラミング体験を行う場合には，各教

⛉➼ࡢᏛࡧࢆࡼࡾ☜ᐇ࡞ࡶࡢࡍࡿࡇ࡛࠘ࡍࠋࡋࡋ㸪ᐇࡣࡇࢀࡣ୰Ꮫᰯ࡛ࡶព㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡞
科等の学びをより確実なものとすること』です。しかし，実はこれは中学校でも意識する必要があります。な

ࠕᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡲ࡛ࡢᏛ⩦ࡢᡂᯝࡀ୰Ꮫᰯᩍ⫱
ぜなら，学習指導要領には，
「小学校学習指導要領を踏まえ，小学校教育までの学習の成果が中学校教育に円滑
 ࡐ࡞ࡽ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣ㸪
 ᥋⥆ࠖࡢ୍ᩥࡀ᭩ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࢆྵࡵࡓሗά⏝⬟ຊࡶ᥋⥆ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡽ࡛
に接続」との一文が書かれており，プログラミングを含めた情報活用能力も円滑に接続する必要があるからで
 ࡍࠋࡘࡲࡾ㸪୰Ꮫᰯࡔࡽᢏ⾡ศ㔝ࡢࡳ࡛ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࢆ⾜࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦ࡢᇶ┙ࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥ
す。つまり，中学校だから技術分野のみでプログラミングを行うのではなく，学習の基盤としてプログラミン

ࢢࢆከᵝ࡞ᩍ⛉ࡢᤵᴗ࡛ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
グを多様な教科の授業で活用していくことが求められているのです。




ࡇࢀࡽࡢᏊ౪ࡓࡕࡗ࡚㸪ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࢆ㏻ࡋ࡚ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢࡇࢆ▱ࡿࡇࡣୡ⏺ࡢᖖ㆑࡞ࡿ
これからの子供たちにとって，プログラミングを通してコンピュータのことを知ることは世界の常識となる



࡛ࡋࡻ࠺ࠋ⚾ࡓࡕࡋ࡚ࡣ㸪ሗά⏝⬟ຊࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠸㸪୰Ꮫᰯᢏ⾡ศ㔝ࡢᤵᴗࡶࡼ
でしょう。私たちとしては，情報活用能力のカリキュラム・マネジメントを行い，中学校 技術分野の授業もよ




ࡾ୍ᒙᐇࡉࡏ㸪᪥ᮏࡢᏊ౪ࡓࡕࡀά㌍࡛ࡁࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
り一層充実させ，日本の子供たちが活躍できる資質・能力を育成していきたいものです。
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仙北市のプログラミング教育
ਨभউটॢছথॢઇ






టઢ ೣ
ᣦᑟ
秋田県仙北市教育委員会
指導主事
伊藤
昭光 ⛅⏣┴ᕷᩍ⫱ጤဨ㻌




 ᲫᲨƸơǊƴ
１．はじめに




⛅⏣┴ᕷࡣ㸪ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘᅜࡽᆅ᪉⏕≉
秋田県仙北市は，平成２７年度に国から地方創生特
༊ࡢᣦᐃࢆཷࡅ㸪
区の指定を受け，ᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
様々な取組を実施している。ࢻ࣮ࣟࣥ
ドローン

ࡼࡿᅗ᭩ࡢ㓄㏦ᐇ㦂㸪↓ேࣂࢫࡢබ㐨㐠㌿ᐇ㦂㸪 Ἠ
 による図書の配送実験，無人バスの公道運転実験，温泉
ᅜࡽὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚
水を使った水素生成などを行い，
全国から注目を集めて
 ỈࢆࡗࡓỈ⣲⏕ᡂ࡞ࢆ⾜࠸㸪
いる。
 ࠸ࡿࠋ

ࡑࢀྜࢃࡏ࡚㸪ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࢻ࣮ࣟࣥࢆ
それに合わせて，プログラミング教育にドローンを



ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡽඛ⾜◊
組み込むことはできないかと，
平成２８年度から先行研
 ⤌ࡳ㎸ࡴࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸪
 ✲ࢆ㛤ጞࡋ㸪
᮶ᖺᗘࡽጞࡲࡿࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ഛ
究を開始し，
来年度から始まるプログラミング教育に備
 ࠼࡚࠸ࡿࠋᮏᕷࡢྲྀ⤌ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
えている。本市の取組は次の通りである。




ᲬᲨ˅҅ࠊƷȗȭǰȩȟȳǰᏋ
２．仙北市のプログラミング教育

設定した。
 タᐃࡋࡓࠋ
  ᕷඹ㏻࡛ᐇࡍࡿ

ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱
仙北市共通で実施する
㸦ᩘࡣୗ⾲ࢆཧ↷㸧
  プログラミング教育
（時数は下表を参照）

ৎ ਯ
時数

ڮফে
 ２年生

گফে
３年生
ڰফে

 ４年生

ڮৎ
２時間
ڮৎ
２時間
گৎ
３時間
گৎ
３時間

ڱফে
５年生


ڰৎ
４時間







ڲফে ڰৎ
６年生
４時間




（２）整備教材
 ᲢᲬᲣૢͳ

Ꮫᰯ⊂⮬ᐇࡍࡿ
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱
学校独自に実施する
ᩘࡣྛᰯࡢᐇᛂࡌ࡚ 
プログラミング教育

(時数は各校の実情に応じて)

ઞ৷॔উজ
使用アプリ

५ॡছॵॳڸقۡڿীథڮؼৎك
スクラッチＪｒ（Ｃ分類…２時間）
অ५ॣॵॺڸقীథڮؼৎك
ビスケット（Ｃ分類…２時間）
५ॡছॵॳڸقীథگؼৎك
スクラッチ（Ｃ分類…３時間）
५ॡছॵॳڸقীథگؼৎك
スクラッチ（Ｃ分類…３時間）
५ॡছॵॳ
スクラッチ
ڶقীథڭؼৎڸীథگؼৎك
（Ａ分類…１時間，Ｃ分類…３時間）
૮ঈটॵॡ॔উজॻটشথ॔উজ
無線ブロックアプリ，ドローンアプリ
ڶقীథڭؼৎڸীథگؼৎك
（Ａ分類…１時間，Ｃ分類…３時間）

ᮏᕷ࡛ࡣ㸪
ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡽᚲせ࡞ࡿᩍᮦࢆḟࡢ
平成２８年度から必要となる教材を次のと
  本市では，
おり整備した。
 ࠾ࡾᩚഛࡋࡓࠋ
㸯㸧ࢱࣈࣞࢵࢺ㸦㸳㸪㸴ே㸯ྎ㸧
１）タブレット（５，６人に１台）
㸰㸧↓⥺ࣈࣟࢵࢡᩍᮦ㸦㸳㸪㸴ே㸯ྎ㸧
２）無線ブロック教材（５，６人に１台）
 㸱㸧࣑ࢽࢻ࣮ࣟࣥ㸦㸳㸪㸴ே㸯ྎ㸧
３）ミニドローン（５，６人に１台）



ڮ

㸳㸧ࣈࣟࢵࢡᆺࣟ࣎ࢵࢺᩍᮦ㸦ྛᰯࡢᕼᮃᛂࡌ࡚㸧
５）ブロック型ロボット教材（各校の希望に応じて）



ᲢᲭᲣᄂ̲˳С
（３）研修体制
ձࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱㒊ࡢタ⨨
①プログラミング教育部会の設置
ᮏᕷࡣ㸪ᕷᩍ⫱◊✲㸦ົᒁ㸸ᩍ⫱ጤဨ㸧
本市には，仙北市教育研究会（事務局：教育委員会）
ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡼࡾྛᰯ⫋ဨࡢ⮬ⓗ࡞◊✲
が設置されている。
これにより各校職員の自主的な研究
ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
が進められている。
ࡑࡢ⤌⧊㸪
その組織に，ᖺᗘࡽ
昨年度からࠕࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࠖ
「プログラミング教育」㒊
部会
ࢆタ⨨ࡋ㸪
ࠕࡢࡼ࠺ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࢆ㐍ࡵ࡚࠸
を設置し，
「どのようにプログラミング教育を進めてい
ࡗࡓࡽࡼ࠸ࠖࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ったらよいか」を検討してきた。
ᮏ㒊᳨࡛ウ࣭సᡂࡋࡓ㈨ᩱࡣ௨ୗࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
本部会で検討・作成した資料は以下のものである。
1)プログラミング教育で育成したい資質・能力
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱࡛⫱ᡂࡋࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊ


01010101010101010101010101010

（１）プログラミング教育の時数計画
 ᲢᲫᲣȗȭǰȩȟȳǰᏋƷૠᚘဒ
ᮏᕷ࡛ࡣ㸪
ྛᰯࡢ≉Ⰽࡶฟࡏࡿࡼ࠺ḟࡢࡼ࠺ᩘࢆ
各校の特色も出せるよう次のように時数を
  本市では，


৾ ফ
 学 年
ڭফে
 １年生


㸲㸧ᮏ᱁ⓗ࡞ࢻ࣮ࣟࣥ㸦㸯ྎ㸧
４）本格的なドローン（１台）

010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010


2)年間計画（資料１参照）
ᖺ㛫ィ⏬㸦㈨ᩱ㸯ཧ↷㸧
3)系統表
⣔⤫⾲

ྛᰯࡽ㸯ྡࡢ㒊ဨࢆ
各校から１名の部員を
ฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ◊ಟࢆ῝
出していただき研修を深
ࡵࡓࡇ࡛㸪
ࡑࡢᩍဨࡀྛ
めたことで，
その教員が各
ᰯࡢ᰾࡞ࡾ㸪
ࣉࣟࢢ࣑ࣛ
校の核となり，
プログラミ
ࣥࢢᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ング教育を推進している。
ղࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢయ㦂◊ಟࡢᐇ
②プログラミング体験研修の実施
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࡢᴦࡋࡉࢆᩍᖌ⮬㌟ឤࡌ࡚ࡶ
プログラミング教育の楽しさを教師自身に感じても
ࡽ࠼ࡿࡼ࠺㸪
らえるよう，య㦂◊ಟࢆᐇࡋࡓࠋ
体験研修を実施した。ෆᐜࡣࢫࢡࣛࢵࢳࡸ
内容はスクラッチや
ࣅࢫࢣࢵࢺ➼ࡢࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢయ㦂࡛㸪ᖺᗘࡣ㸳ᅇ㸪
ビスケット等のプログラミング体験で，昨年度は５回，
ᖺᗘࡣ㸱ᅇᐇࡋࡓࠋ
今年度は３回実施した。
ࡉࡽྛᰯࡢ㒊ဨࡀᰯෆ◊ಟࢆ㛤ദࡍࡿ࡞㸪ᕷෆ
さらに各校の部員が校内研修を開催するなど，市内全
⫋ဨ୍ᗘࡣయ㦂ࡋ࡚࠸ࡓ
職員に一度は体験していた
ࡔࡃࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
だくことができた。
ࡇࢀࡽࡢ◊ಟࡼࡾᩍ
これらの研修により教
ဨࡢⱞᡭព㆑ࢆ࡞ࡾᡶ
員の苦手意識をかなり払
ᣔ࡛ࡁࡓឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
拭できたと感じている。
ճࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ㏻ಙࡢⓎ⾜
③プログラミング通信の発行
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ
プログラミング教育に対する理解を深めてもらえる
ࡼ࠺㸪ᖺᗘ㸯㸰ᅇΏࡾࠕࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱㏻ಙࠖ
よう，昨年度１２回に渡り「プログラミング教育通信」

を発行した。
࠙㈨ᩱ㸯ࠚ㸴ᖺ⏕ࡢᖺ㛫ィ⏬㸦ᕷඹ㏻㒊ศ㸧

ศ㢮㹁㸸
㸦 㛫㸧 
文部科学省から出されている
「小学校プログラミング
㸦㸯㛫㸧  
 ศ㢮㹁㸸
ࠕ࣑ࢽࢻ࣮ࣟࣥࢆ㣕ࡤࡑ࠺㸯ࠖ  ࠕ࣑ࢽࢻ࣮ࣟࣥࢆ㣕ࡤࡑ࠺㸰ࠖ
ࡡࡽ࠸㸸ࢻ࣮ࣟࣥࢆ┠ⓗᆅ╔
教育の手引」をもとに，プログラミング教育のねらい，
ࡡࡽ࠸㸸㌟㏆࡞⏕άࡢ୰࡛ࢥࣥ
㝣ࡉࡏࡿࡓࡵ㸪ᑠࡉ࡞ືࡁ
ࣆ࣮ࣗࢱࢭࣥࢧ࣮ࡀά⏝ࡉ
ࢆ㐺ษ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࡼࡾຠ
活動の分類，評価の考え方，教材やその使い方の紹介，
ࢀ࡚࠸ࡿሙ㠃ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ
ᯝⓗ࡞ᡭ㡰ࢆ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡁࡿ
情報収集ができるＷｅｂサイトや本の紹介などをした。
ෆᐜ㸸࣑ࢽࢻ࣮ࣟࣥࡢ୰࡛ࢥࣥ
ෆᐜ㸸࣑ࢽࢻ࣮ࣟࣥពᅗࡋࡓ
ࣆ࣮ࣗࢱࢭࣥࢧ࣮ࡀࡢࡼ
άືࢆࡉࡏࡿࡼ࠺ࣉࣟࢢࣛ
④公開授業の実施
࠺ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢆ⌮ゎ
࣒ࢆᡂࡉࡏࡿࠋ
ࡍࡿࠋ    
ホ౯㸸ᛮ⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊ➼

各校の研究をもとに公開研究授業が行われた。
現在ま
ホ౯㸸▱㆑ཬࡧᢏ⬟

ศ㢮㸿㸸⌮⛉㸦㸯㛫㸧

ศ㢮㹁㸸
学年㸦 㛫㸧
教科等 
単 元 名
ࠕ㟁Ẽ⚾ࡓࡕࡢࡃࡽࡋࠖ 
ࠕ㹊㹃㹂ࢆⅬ⁛ࡉࡏ࡚ࡳࡼ࠺ࠖ
ࡡࡽ࠸㸸㟁Ẽࡢ㔞ാࡁࡢ㛵
ࡡࡽ࠸㸸㹊㹃㹂ࢆⅬ⁛ࡉࡏࡿࡓ
６年
総合
ドローンを使って市民の笑顔を増やそう
ಀࡘ࠸࡚㸪ࡼࡾጇᙜ࡞⪃࠼
ࡵ㸪ᑠࡉ࡞ືࡁࢆ㐺ษ⤌ࡳ
᪉ࢆࡘࡃࡾࡔࡋ㸪⾲⌧ࡍࡿࡇ
ྜࢃࡏ࡚ࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᡭ㡰ࢆ
５年
総合
自動で停止する自動車を作ろう
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠋ
⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ෆᐜ㸸↓⥺ࣈࣟࢵࢡ➼ࢆ࠸㸪
ෆᐜ㸸↓⥺ࣈࣟࢵࢡ➼ࢆ࠸㸪
２年
学活
プログラミングをやってみたいな
㟁Ẽࡢ↓㥏ࢆ㜵ࡄࡓࡵ㸪㹊㹃
㹊㹃㹂ࢆⅬ⁛ࡉࡏࡿࣉࣟࢢࣛ
㹂ࢆ⮬ື࡛Ⅼⅉཬࡧᾘⅉࡍࡿ
࣒ࢆᡂࡉࡏࡿࠋ
４年
音楽
「チューリップ」簡単に演奏しよう
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᡂࡉࡏࡿࠋ
ホ౯㸸ᛮ⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊ➼
ホ౯㸸ᩍ⛉࡛ホ౯㸪
㸦ே㛫ᛶ➼㸧
４年
音楽
おはやしを作ろう

（資料２参照）
で次の５授業が公開されている。
࠙㈨ᩱ㸰ࠚ➨㸰Ꮫᖺ ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ ᣦᑟ␎
【資料１】６年生の年間計画（仙北市共通部分）

㸦ࡡࡽ࠸㸧㨶ࢆືࡍࡓࡵ㸪᫂☜࡞ᡭ㡰࡛௧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡀศࡾ㸪ࡑࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
分類Ｃ：
（1 時間）
6-2
分類Ａ：理科（１時間）
分類Ｃ：
（1 時間）
6-3
㸦▱㆑࣭ᢏ⬟㸧
分類Ｃ：
（１時間）
6-1
「ミニドローンを飛ばそう２」
「電気と私たちのくらし」
「ＬＥＤを点滅させてみよう」
࠙⏝ࣉࣜ㸸ࣅࢫࢣࢵࢺࠚ
ねらい：ドローンを目的地に着
ねらい：電気の量と働きとの関
ねらい：ＬＥＤを点滅させるた
陸させるために，小さな動き
係について，より妥当な考え
め，小さな動きを適切に組み
ऩ৾ಆણ
ਔਡ؞ऩन
を適切に組み合わせてより効
方をつくりだし，表現するこ
合わせてより効果的な手順を
とができる。
。
考えることができる。
ができる。

 ڭমৎभਖ॑ੴॊ؛果的な手順を考えることがで
ڬী
きる
内容：無線ブロック等を使い，
内容：無線ブロック等を使い，
内容：ミニドローンの中でコン



内容：ミニドローンに意図した
電気の無駄を防ぐため，ＬＥ
ＬＥＤを点滅させるプログラ
ピュータとセンサーがどのよ
ʕʕঘɾਭ͚͖ͩΞΓ͑ͨ͞
ʛਭਫ਼͘Δ͢͏ಊ͘Νͦ͠ΖͶͺʹ͑ͪ͢ΔΓ͏ͫΘ͖͑ʛ
活動をさせるようにプログラ
Ｄを自動で点灯及び消灯する
ムを完成させる。


うに活用されているかを理解

ムを完成させる。
プログラムを完成させる。
評価：思考力，判断力，表現力等
する。



評価：思考力，判断力，表現力等
評価：教科で評価，
（人間性等）
評価：知識及び技能
「ミニドローンを飛ばそう １」

 ねらい：身近な生活の中でコン
 ピュータとセンサーが活用さ
 ৎ
れている場面を見いだすこと






 گन॒ऩেऌ॑न॒ऩऌपखथఔைपোोञःभऊ॑અ پजोझोभেऌभऌपା৯औचञः؛

؞ऌ॑ધฆृ൰ഀदછऊचथॖওش४औच
इघॊ؛

（ねらい）魚を動かすために，明確な手順で命令する必要があることが分かり，そのプログラムを作ることができる。
（知識・技能）
ॊ؛


【使用アプリ：ビスケット】

 ী  ڰઅइञেऌ॑অ५ॣॵॺदਛखऌ॑উটॢছথॢ 
 時間

खथఔைपোोॊ؛

主な学習活動
留意点・準備など



 ０分 １ ʴՃʤஎࣟʀٗʥ
本時の問題を知る。ʵ αϱϒϣʖνͶқਦͪ͢ॴཀྵΝߨΚͦΖͪΌϕϫήϧϞΝࡠͮͱ͏Ζɽ



ʤϭʖέεʖφɾϕϫήϧϝϱήժʥ


〇〇小，水ぞくかんへようこそ 〜水中の生き物らしい動きをさせるにはどうしたらよいだろうか〜


؞েऌभ૾दमऩऎऌपା৯औचथऔ
  ী ௵ ڱभढञেऌ॑ৄथ୳॑ख়अ؛
चॊ؛


 ３分 ２ 水族館にはどのような生き物がいるかを発表しあう。
 ী ௵ ڲटठऋढञেऌभेअपऊघञीपमन॒ऩউট 


３ ॢছपघोयेःऊ॑અइॊ؛
どんな生き物をどんな動きにして水族館に入れたいのかを考 ※それぞれの生き物の動きに着目させたい。
・動きを文章や絵，矢印で書かせてイメージさせ


え発表する。

؞
َ௵टठभଐऔُ
॑ਔऔचथऴॉନॉ॑औचॊ؛
 ী  ڳমৎभ৾ಆ॑ऴॉନॉ୳॑ख়अ؛
る。

 گী  ڮఔைपमनभेअऩেऌऋःॊऊ॑खँअ؛


【資料２】第２学年 プログラミング教育 指導略案



10 分

４ 考えた生き物をビスケットで作成し，動きをプログラミング

して，水族館に入れる。

010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
Შஇࢸƴ 
ࢆⓎ⾜ࡋࡓࠋ

【評価（知識・技能）
】 コンピュータに意図した処理を行わせるためのプログラムを作っている。
㸲ᖺ㛫ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
ࠕయⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࠕᑠᏛᰯࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ
（ワークシート，プログラミング画面）

࡞ࡗ࡚࠸ࡿឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࡣ㸪
ࡑ
ᩍ⫱ࡢᡭᘬࠖࢆࡶ㸪ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࡢࡡࡽ࠸㸪
・生き物の形状ではなく，
動きに着目させて発表さ
 30 分 ５ 友達の作った生き物を見て感想を発表し合う。
せる。
ࡢάື⮬యࡀᴦࡋ࠸ࡢ࡛యⓗ࡞άື࡞ࡾᚓࡿࠋ
ࡉࡽ
άືࡢศ㢮㸪ホ౯ࡢ⪃࠼᪉㸪ᩍᮦࡸࡑࡢ࠸᪉ࡢ⤂㸪
 35 分 ６ 友だちが作った生き物のように動かすためには，どんなプロ
㸪
⮬ศ࡛ヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺
グラムにすればよいかを考える。
ሗ㞟ࡀ࡛ࡁࡿ㹕㹣㹠ࢧࢺࡸᮏࡢ⤂࡞ࢆࡋࡓࠋ

մබ㛤ᤵᴗࡢᐇ
７ 本時の学習をふり返り，感想を発表し合う。
40 分
⌧ᅾࡲ
 ྛᰯࡢ◊✲ࢆࡶබ㛤◊✲ᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

≉㛗ࡶ࠶ࡾ㸪άືࢆ㏻ࡋ࡚ᛮ⪃ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

・
「友だちの良さ」を意識させてふり返りをさせる。

ࡲࡓ㸪ඹ᭷ࡢẁ㝵࡛㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡔࡕࡢ⪃࠼ࢆẚ

㍑ࡋࡸࡍࡃ㸪
⪃࠼ࢆᗈࡆࡓࡾ῝ࡵࡓࡾ࡛ࡁࡿ≉ᛶࡶࡁ
㸦㈨ᩱ㸰ཧ↷㸧
࡛ḟࡢ㸳ᤵᴗࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3 ．最後に
࠸ࠋ࠸ㄆࡵྜ࠼ࡿ㞺ᅖ
 ৾ফ
４年間の実践を通して，
「主体的・対話的で深い学び」になっていると感じている。
ઇఐಉ
 ੪ 
Ẽࡢࡶ㸪ᐇ㊶ࡀ㐍ࢇ࡛࠸
プログラミング教育は，その活動自体が楽しいので主体的な活動になり得る。さらに，
ڲফ
়
ॻটشথ॑ઞढथড়भ൚౿॑ੜृजअ

 ڱফ
ࡿࠋᩍᖌࡶඣ❺ࡶᴦࡋࡳ࡞
়
ঽदૃघॊঽ॑ौअ
自分で試行錯誤しながら進めることができるという特徴もあり，活動を通して思考を
 ڮফ
৾ણ
উটॢছথॢ॑ृढथाञःऩ
ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࡴࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥ
活進めることができる。
また，
共有化の段階で，
自分の考えと友だちの考えを比較しやすく

ڰফ
ఠ௫
َॳগشজॵউُලपསखेअ

ࢢᩍ⫱ࢆᚋࡶᐇ㊶ࡋ࡚࠸

ڰফ
ఠ௫
उमृख॑ौअ
考えを広げたり深めたりできる特性も大きい。互いに認め合える
雰囲気のもと，実践が

ࡁࡓ࠸ࠋ
進んでいる。教師も児童も楽しみながら取り組むプログラミング教育を今後も実践してい きたい。

گ




ॿॵॺডشॡ॑ਹ৷खञ൨্ਙभँॊ॥থॸথॶभউটॢছথॢ
ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミング
عঈটॵॡউটॢছথॢपेॊලಔऩॳকॵॺभਖੰৠع
〜ブロックプログラミングによる簡易的なチャットの問題解決〜





൝康洋
೨ஞ
鈴木



য়ઁর৾ૅ
ઇྺ
仙台市立広瀬中学校 教諭





010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

  ྎᕷ❧ᗈ℩୰Ꮫᰯࡣᐑᇛ┴ྎᕷす㒊⨨ࡋ㸪
⏕
仙台市立広瀬中学校は宮城県仙台市西部に位置し，
生

ᚐᩘ
徒数 
718ྡࡢつᶍ୰Ꮫᰯ࡛࠶ࡿࠋ
名の大規模中学校である。ᮏᰯࡢᢏ⾡࣭ᐙᗞ⛉
本校の技術・家庭科

ᢏ⾡ศ㔝ࡢ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ㸪
୰Ꮫᰯ
技術分野のカリキュラムでは，
中学校 1 Ꮫᖺሗศ
学年時に情報分

野の学習を扱っており，本実践授業は中学校 1 ᖺ⏕ࡢ
年生の
 㔝ࡢᏛ⩦ࢆᢅࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᮏᐇ㊶ᤵᴗࡣ୰Ꮫᰯ
11 ᭶⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᑠᏛᰯ࡛ࡢࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥ
月に行われたものである。小学校でのプログラミン
 
 ࢢ⤒㦂ࡀࢇ࡞࠸⏕ᚐࡓࡕᑐࡋ࡚㸪
ࣝࢦࣜࢬ࣒
グ経験がほとんどない生徒たちに対して，
アルゴリズム



ࢆ⪃࠼㸪
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࢆ㏻ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃᤵ
を考え，
プログラミングを通して課題を解決していく授

ࡁࢆయ㦂ࡉࡏࡓࠋ
きを体験させた。
ಙྕᶵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡋ࡚㸪
ฎ⌮ᡭ㡰ࡢ⪃࠼᪉ࡸ᭩
信号機のプログラムを通して，
処理手順の考え方や書
ࡁ᪉㸪
き方，ࣈࣟࢵࢡࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᢅ࠸᪉ࢆᏛࡧ㸪
ブロックプログラムの扱い方を学び，᪉ྥᛶࡢ
双方向性の
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᏛ⩦᥋⥆ࡉࡏࡓࠋ
プログラミング学習へと接続させた。⾲㸯ࡣ㸪
表１は，ᮏ༢ඖࡢ
本単元の
༢ඖィ⏬࡛࠶ࡿࠋ
単元計画である。

⾲㸯ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᏛ⩦ࡢ༢ඖᣦᑟィ⏬
表１ プログラミング学習の単元指導計画 



ᴗᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
業実践を行った。࡞࠾㸪
なお，ᮏᤵᴗࡣ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿
本授業は新学習指導要領ࠕࢿࢵ
「ネッ



ࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝ࡋࡓ᪉ྥᛶࡢ࠶ࡿࢥࣥࢸࣥࢶࡢࣉࣟ
トワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプロ



グラミング」の指導項目を意識した内容となっている。
 ࢢ࣑ࣛࣥࢢࠖࡢᣦᑟ㡯┠ࢆព㆑ࡋࡓෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ






 ᲬᲨҥΨਦݰᚘဒ
２．単元指導計画


01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

たものはࠕࢡࢸࣅࢸᅗࠖ
「アクティビティ図」ࡢᢅ࠸᪉ࡔࠋ
の扱い方だ。᪂Ꮫ⩦ᣦᑟ
新学習指導
 ࡓࡶࡢࡣ
 せ㡿ゎㄝࡶࢡࢸࣅࢸᅗࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࡼ࠺㸪

要領解説にもアクティビティ図の記載があるように，
ア
 ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆどぬࡋ㸪
ルゴリズムを視覚化し，ᡭ㡰ࢆศゎ࣭ᩚ⌮ࡉࡏࡿࡇ࡛
手順を分解・整理させることで
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢⓗᛮ⪃ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿᡭẁࡋ࡚⨨࡙
プログラミング的思考の育成を図る手段として位置づ









に重点を置くことを目的としたため，ᩘࢆ⪃៖ࡋ㸪
時数を考慮し，ཝ
厳
 㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࡓࡵ㸪



 ᐦ࡞᭩ࡁ᪉ࡢᣦᑟࡣ㛫ࢆࡅࡎ㸪
⏕ᚐࡢᛮ⪃ࢆࡑࡢ
密な書き方の指導には時間をかけず，
生徒の思考をその
 ࡲࡲࡃࡼ࠺ᣦᑟࢆࡍࡍࡵࡓࠋ
ままかくよう指導をすすめた。



༢ඖᣦᑟィ⏬
単元指導計画㸦⾲
（表 㸧
1）ࡢࡼ࠺㸪
のように，ࢡࢸࣅࢸᅗࡢ᭩
アクティビティ図の書




ᶵ㸧
機）ࢆ㢟ᮦࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᏛ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
を題材としてプログラミング学習を行った。ࡇࡢ
このと
ࡁ㸪
ࡢࣈࢨ࣮ࡸࣇ࣮ࣝ࢝ࣛ/(' ࢆไ
き，࣮ࢸࢵࢡࣟ࣎
アーテックロボ 
2.0 のブザーやフルカラーLED
を制

॑৳૧भয়ৃधखथৄःटघ؛ใோभওॵ७
取り決めの必要性について理解する。
ش४ુથ॔উজॣش३ঙথ॑ীෲख6FUDWFKदৰ

・前時で制作したメッセージ送受信プログラムの
ਠदऌॊୖ॑ਝघॊ؛

問題を保護者の立場として見いだす。
؞ਝखञୖ॑ੰৠघॊञीप॔ॡॸॕঅॸॕ
दઓઅ॑ତ৶खऩऋैधॹংॵॢघॊ؛
既存のメージ共有アプリケーションを分析し，
Scratchで

実現できる課題を設定する。
؞ঽীञठभखञউটॢছपणःथ৯ृ
ਝखञ੯ಉ॑નੳखेॉेःউটॢছ॑

図で思考を整理しながら，制作とデバッグする。
ਵख়ःણ॑घॊ؛


घॊञीपनअखञैेःऊॢঝشউदभ



؞खञউটॢছ॑੦पੲਾૼधভधभऊ



ऊॎॉपणःथઅइডشॡ३ॺشप॑ऽध



 ⴠࡋ㎸ࡴ⪃࠼᪉ࢆぬ࠼ࡿࡓࡵ㸪
に落とし込む考え方を覚えるために，㌟㏆࡞ᶵჾ
身近な機器㸦ಙྕ
（信号

؞ৎदखञওॵ७ش४ଛਭਦউটॢছभਖ
プログラムを制作し，情報を送受信する時のルール・



分解し，ᩚ⌮ࡉࡏࡿࡇ࡛ฎ⌮ࡢὶࢀࢆព㆑ࡉࡏࡓࠋ
整理させることで処理の流れを意識させた。ࡑ
そ
 ศゎࡋ㸪
ࢡࢸࣅࢸᅗࡽࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢゝㄒࡢฎ⌮
して，
アクティビティ図からプログラミング言語の処理
 ࡋ࡚㸪

টॢছ॑खੲਾ॑ଛਭਦघॊৎभঝشঝ؞

ॉৠीभਏਙपणःथ৶ੰघॊ؛
・「アーテックロボ2.0」のWi-Fi機能を利用した

・設定した課題を解決するために，アクティビティ





ॵॸشَ॔؞ॡটُभ:L)Lਃચ॑ਹ৷खञউ
制作し，順次・反復・条件分岐を理解する。



ࡁ᪉័ࢀ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡣࡲࡎ㸪
き方に慣れていない生徒にはまず，᪥ᖖࡢ⾜ື࣭ືసࢆ
日常の行動・動作を



खದઃ؞ખ୮؞੯ীว॑৶ੰघॊ؛

・「アーテックロボ2.0」で信号機のプログラムを



ࡅࡓࠋ
ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ
けた。
課題解決のためのアルゴリズムを考えさせること



手順を分解しその組み合わせ方を理解する。

ॵॸشَ॔؞ॡট ُदਦಀਃभউটॢছ॑

੪
指
ो導の流れ
単भ元

プログラミングを行う上で，本単元で特に重点を置い
 ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࢆ⾜࠺ୖ࡛㸪ᮏ༢ඖ࡛≉㔜Ⅼࢆ⨨࠸



・抽象化された手順をアクティビティ図で示し，
॑ীੰखजभੌा়ॎच্॑৶ੰघॊ؛







ྴ؞৲औोञুದ॑॔ॡॸॕঅॸॕदંखুದ





ڰ

ᚚࡉࡏࡿࡇ࡛㸪
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱࡢ⤖ࡧࡘ
御させることで，
プログラムとアクチュエータの結びつ



１．はじめに
 ᲫᲨƸơǊƴ

・自分たちの制作したプログラムについて，目的や

設定した条件等を確認し，よりよいプログラムを
ीॊ؛
制作するためにどうしたらよいか，グループでの

話し合い活動をする。
ᲭᲨӑ૾ӼࣱƷƋǔᛢ᫆ᚐൿȗȭǰȩȟȳǰ

・制作したプログラムを基に情報技術と社会との
ணࡵ㸪
࣓ࢵࢭ࣮ࢪ㏦ཷಙࡀ࡛ࡁࡿࢧࣥࣉࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛ
かかわりについて考え，ワークシートに提言を
ࢆ‽ഛࡋ㸪⏕ᚐࡓࡕ㏦ཷಙࢆయ㦂ࡉࡏࡓࠋࡑࡢࢧࣥࣉ
まとめる。



ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࡽ㸪ಖㆤ⪅ࡢどⅬ࡛ၥ㢟Ⅼࢆぢࡘࡅฟࡉ
３．双方向性のある課題解決プログラミング

ࢺ߉ࢧࣥࣉࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࣄࣥࢺ㸪
㸱ẁ㝵࡛ᵓᡂࡉࢀ
ヒント②アクティビティ図によるアルゴリズムのヒント

ࡏ㸪
ࡑࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡣ࠺ࡋࡓࡽࡼ࠸ࢆ
 予め，
メッセージ送受信ができるサンプルプログラム
⪃࠼㸪ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ࡛ゎỴࡋ࡚࠸ࡃᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ
を準備し，
生徒たちに送受信を体験させた。そのサンプ
 ⏕ᚐࡓࡕࡢぢࡘࡅࡓၥ㢟Ⅼࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ルプログラムから，
保護者の視点で問題点を見つけ出さ

࡚࠸ࡿࠋ
③サンプルプログラムのヒントと， ３段階で構成され



⏕ᚐࡓࡕࡢࣞ࣋ࣝࡸᏛ⩦㐍ᗘྜࢃࡏ࡚ά⏝ࡉࡏࡿ
ている。



̏ɿช࣊ΊͲ״͗ఽΚΕͶ͚͏
せ，
その問題点を解決するためにはどうしたらよいかを


̐ɿ૮घ͗ϟριʖζΝͳͪ͞ݡͶ͏͵͖ͯ͗ـ
考え，プログラミングで解決していく授業を展開した。

̑ɿਜ਼ϫήϱ͠ΗΖՆ͍͗Ζ

生徒たちの見つけた問題点は以下のとおりである。 
̒ɿϟριʖζ͗པͪ͞ͳͶ͘ـͶ͚͏


１．文字のみで感情が伝わりにくい
̓ɿ࢘͏͙ͤͶـΝͪ͜͏


２．相手がメッセージを見たことに気がつかない
̔ɿనݶΝͦ͠͵͏



生徒たちのレベルや学習進度に合わせて活用させる
ࡇ࡛㸪
ᑠᏛᰯẁ㝵࡛ࡢ⏕ᚐࡓࡕࡢ᪤⩦㡯ࡢࡤࡽࡘࡁ
ことで，
小学校段階での生徒たちの既習事項のばらつき
ࢆᇙࡵࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋ
を埋めることに成功した。
ࡇࡢࣄࣥࢺ࣮࢝ࢻࡢά⏝ࡼࡾ㸪
⏕ᚐࡓࡕࡀ⮬ⓗ
このヒントカードの活用により，
生徒たちが自主的に
ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
課題を解決する姿が見られた。



３．不正ログインされる可能性がある



ࡇࢀࡽࡢពぢࢆࡲࡵ㸪
ၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡣ௨
 ４．メッセージが来たことに気付きにくい



 ୗࡢᶵ⬟ࡀᚲせࡔẼࡏࡓࠋ
５．使いすぎに気を付けたい



６．不適切発言をさせない

̏ɿηνϱϕؽ



̐ɿعಣؽ
これらの意見をまとめ，
問題点を解決するためには以










̑ɿϏηαʖχؽ
下の機能が必要だと気付かせた。


̒ɿ৶ؽ

１．スタンプ機能
̓ɿνϜʖؽ
２．既読機能

̔ɿ1* ϭʖχؽ
 ３．パスコード機能

 ４．着信機能
ぢࡘࡅࡓㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢࡇࢀࡽࡢᶵ⬟ࡣ






５．タイマー機能
 6FUDWFK
6WXGXLQRBELW ࡛⾲⌧ࡉࡏࡿࡣ࠺ࡋࡓࡽⰋ
 ６．NG ワード機能
࠸ࢆࢡࢸࣅࢸᅗࢆ⏝࠸࡚ᛮ⪃ࢆᩚ⌮ࡋ㸪
ࣝࢦ
 見つけた課題を解決するためのこれらの機能は
ࣜࢬ࣒ࢆࡲࡵࡓࠋ
 Scratch(Studuino̲bit) で表現させるにはどうしたら良


いかをアクティビティ図を用いて思考を整理し，
アルゴ


リズムをまとめた。





ᲮᲨௐƱᛢ᫆
４．成果と課題


010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

ᮏᤵᴗ࡛ࡣ㸪
❧ὴ࡞ࡶࡢࢆ
ࠕࡘࡃࡿࠖ
ࡇࢆ┠ⓗࡏ
本授業では，
立派なものを
「つくる」
ことを目的とせ
ࡎ㸪
⏕ᚐ⮬㌟ࡢẼ࡙ࡁ㔜Ⅼࢆ⨨ࡁ㸪
ㄢ㢟タᐃゎỴࡢ
ず，
生徒自身の気づきに重点を置き，
課題設定と解決の
ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓࠋ
ࣄࣥࢺ࣮࢝ࢻࢆ⏝ࡋ࡚┠
アルゴリズムを考えさせた。
ヒントカードを利用して目
ⓗྥ࠸ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓᮏᤵᴗ࡛ࡣ㸪
ࠕࣄࣥ
的に向かいプログラミングを行った本授業では，
「ヒン
ࢺࢆぢࡓࡽ࠸ࡅ࡞࠸ࠖ
࠸ࡗࡓព㆑ࡀ⏕ᚐࡢ୰ṧࡗ࡚
トを見たらいけない」
といった意識が生徒の中に残って
࠸ࡓࡇࡶ࠶ࡾ㸪
⪃࠼ࡉࡏ㐣ࡂ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇࡣ࠶ࡗࡓ
いたこともあり，
考えさせ過ぎてしまったことはあった



ࡀ㸪
⏕ᚐ୍ே୍ேࡀ┠ࡢ๓ࡢㄢ㢟⇕ᚰྲྀࡾ⤌ࡴጼࡀ
が，
生徒一人一人が目の前の課題に熱心に取り組む姿が





࠶ࡗࡓࠋ
あった。








 ᅗ㸰 ࣄࣥࢺ࣮࢝ࢻࢆά⏝ࡋࡓάື
図２ ヒントカードを活用した活動









ᅗ  ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡛ࢡࢸࣅࢸᅗࢆ᭩࠸࡚ࣉࣟࢢࣛ


















࣒ࢆタィࡍࡿ



図 1 ワークシートでアクティビティ図を書いてプログラムを設計する
 ࡇࡢࡁ㸪
ㄢ㢟ゎỴࡢᡭຓࡅࡋ࡚㸪ㄢ㢟ࡈࡢࠕࣄ

ࣥࢺ࣮࢝ࢻࠖ‽ഛࡋࡓࠋ
このとき，課題解決の手助けとして，課題ごとの「ヒ

ࣄࣥࢺ࣮࢝ࢻࡣ୍ࡘࡢㄢ㢟ᑐࡋ࡚߇ᩥᏐࡔࡅ࡛ࡢ
ントカード」準備した。

ヒントカードは一つの課題に対して①文字だけでの
 ࣄࣥࢺ߈ࢡࢸࣅࢸᅗࡼࡿࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢࣄࣥ

ᅗ  ㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴ⏕ᚐࡢᵝᏊ
図 3 課題に取り組む生徒の様子

ڱ

ǢǤȇǣǢഏᇹư࠼ƕǔȗȭǰȩȟȳǰƷಅ
アイディア次第で広がるプログラミングの授業
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ઢ 明伸
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ଗઇপ৾ઇ౸
宮城教育大学教授




ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࡢྍ⬟ᛶࡣ↓㝈࡛ࡍࠋ児童につけさせたい力を考えて，
ඣ❺ࡘࡅࡉࡏࡓ࠸ຊࢆ⪃࠼࡚㸪その授業の実施までに必要な知識
ࡑࡢᤵᴗࡢᐇࡲ࡛ᚲせ࡞▱㆑・
࣭
プログラミング教育の可能性は無限大です。

 技能を確認しておきましょう。その一助になるのが，情報活用能力の体系表です。これは小学校低学年から高校ま
ᢏ⬟ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋࡑࡢ୍ຓ࡞ࡿࡢࡀ㸪ሗά⏝⬟ຊࡢయ⣔⾲࡛ࡍࠋࡇࢀࡣᑠᏛᰯపᏛᖺࡽ㧗ᰯࡲ

 での情報活用能力の目安を一覧にしたものです。まずはこれを参考にして，自分が目指す授業がどのあたりか目星
࡛ࡢሗά⏝⬟ຊࡢ┠Ᏻࢆ୍ぴࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡲࡎࡣࡇࢀࢆཧ⪃ࡋ࡚㸪⮬ศࡀ┠ᣦࡍᤵᴗࡀࡢ࠶ࡓࡾ┠ᫍ

ࢆࡘࡅࡲࡍࠋḟ㸪ࡑࡢୗ┠ᶆࢆ☜ㄆࡋ㸪ᤵᴗࡢᐇࡲ࡛ᚲせ࡞ᣦᑟ㡯ࢆᣲࡆ࡚ᣦᑟࡢィ⏬ࢆ❧࡚ࡿⰋ࠸
 をつけます。次に，その下位目標を確認し，授業の実施までに必要な指導事項を挙げて指導の計画を立てると良い
࡛ࡋࡻ࠺ࠋ⣬㠃࡛ࡣ୍㒊ศࡢࡳᥖ㍕ࡋࡲࡍࡢ࡛㸪SGI ࡛ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋ࡚యࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 でしょう。紙面では一部分のみ掲載しますので，pdf
でダウンロードして全体を確認してください。












https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/05/16/1416859_02.pdf
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