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この度，初等中等教育段階におけるプログラミング教育を推進するために，児童生徒の発達段階に応じたプログ

ラムに関する学習の事例を収集し，教員向けの指導に役立つ参考資料を作成しました。 

私たちの生活はコンピュータの出現で飛躍的に便利になり，コンピュータなしでは成り立たなくなってきました

が，そのシステムを使い続けるならば，自らシステムの保守や管理をしていくことや，新しいシステムを考えたり，

意義について理解したりすることも大切です。 

現在の学校教育では，ICTを「ツール」として利用して，学習への興味・関心を高めたり，各教科等の学習内容

を深めたり，問題解決能力の育成などに活用したりしています。 

また，作り手の立場，すなわち情報システムの構築や開発に関連する教育は，現行の学習指導要領でも小学校の

総合的な学習の時間，中学校の技術・家庭科や，高等学校の共通教科情報の授業において実施することができます

が，どのように実践してよいかわからないといったこともあるのではないかと思います。 

本資料では，コンピュータを利用して問題を解決するために，手順を論理的に示すアルゴリズムやプログラミン

グの基礎的な学習に関する実践事例を紹介します。実践事例の中で行われている ICT機器・ネットワークを利用し

た問題解決の過程において評価し改善する活動は，今後の社会を生きる児童生徒の，論理的な思考力や問題解決能

力などを育むために不可欠であり，それらのための実践が積み重ねられていることがおわかりいただけると思いま

す。 
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今回の調査範囲では，小学校から高等学校までどの校種でも，プログラミングに取り組ませる第一歩として，児

童生徒が自分で作りたいと思えるような課題を設定し，それを重視しています。そして，プログラミングに対して

児童生徒に抵抗感を与えないために，モチベーションを継続できるように工夫して実践しています。授業の進め方

としては，サンプルプログラムや参考となるサイトのリンク集を用意して，児童生徒が自分で見比べて仕組みを理

解したり，アルゴリズムを考えたりしています。そして，児童生徒同士で一緒に取り組んだり，分からなくなった

時に教えあったりするような協働型の学習スタイルが多く見られます。 

特に，教員は目標を細分化し，小さな目標を達成する体験を積み重ねながら最終目標に近づけるようスモールス

テップで課題を設定することで，児童生徒の「プログラミングは難しい」という思い込みを払拭させ，自分にもで

きるという自己効力感を高めさせているようです。そして，児童生徒はある程度自分でコンピュータを動かすこと

ができるようになると，自分自身で発展・改良するといった工夫をする様子が見られることが報告されています。 

授業の方針としては，教員が全てを教えるのではなく，最小限の基礎知識から自分の思い描く働きを実現するた

めに，児童生徒自身が個人で考え，友達との協働によって確認・発展のアイディアを得て，試行錯誤しながらプロ

グラミングするという児童生徒の主体性を重視する授業スタイルが多く見られます。 

 

 

  

プログラミング教育の実践上の工夫 
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今回の実践事例報告の中でプログラミング教育を行った教員の観察・見とりや，児童生徒の自己評価として報告

された児童生徒の変容を，各校種別に整理すると以下のようになりました。詳細は「初等中等教育段階におけるプ

ログラミング教育に関する調査研究報告書」を参照してください。 

 

 

小学校 

自ら物事を順序立てて考えられるようになった。論理的に説明できるようになった。 

自分にもコンピュータを動かせるという自信を持つようになった。 

英語を使ったプログラミングによって，英語とプログラミングがつながるようになった。   など 

プログラミング教育を通した児童生徒の学びの変容 

中学校 

物事の手順や効率を意識して考えられるようになった。生活の行為をフローチャートで考えられるよ

うになった。 

大きな課題を小さな課題に分解して理解できるようになった。 

コンピュータそのものの動き・働きに興味を持つようになった。コンピュータに対する興味，プログ

ラミングに対するモチベーションが高くなった。 

作る側の意識を持つことができるようになった。 

利用者側のことを考える必要性が実感できるようになった。 

ミスを受け入れられるようになった。間違いを恐れなくなった。 

すぐに先生に聞くのではなくて，友達同士で解決しようとする姿勢が見られるようになった。 

自ら修正を重ねて作り上げていく姿勢が見られるようになった。              など 

高等学校 

コンピュータアニメーション等，コンピュータ処理されている仕組みが理解できるようになった。 

生活の中で用いられているコンピュータに施されているチューニング（パラメータ設定）の妥当性に

気が付くようになった。 

専門性が高いコンピュータ処理に興味・関心が高まってきた。 

ものづくりの楽しさを実感できるようになった。 

作る側での立場で考えられるようになった。 

自然発生的に生徒同士での教え合いの場面が生まれ，生徒同士のコミュニケーションが促進されるよ

うになった。 

先生が指示しなくても，生徒自ら工夫や改良を試みるようになった。 

コンピュータで処理する方法を理解できると，自分たちで考え・取り組む姿勢が高まるようになった。 

                                           など 
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1年生からのプログラミング体験 

東京都多摩市立愛和小学校，授業者：設楽 健太郎  

校種：小学校， 実施教科：生活科，特別活動 

実施単元：なし， 実施学年：1 年生 

教室の設備・環境 

使用したプログラミング言語や実行環境 

 iPad２で iOS8 以上にアップデート（実施時には iOS8.1） 子供は Puffin Web Browser Free

（バージョン 4.1.1）【無料版】指導者は Puffin（バージョン 4.1.1）【有料版】を用いて Web

上から VISCUIT（http://www.viscuit.com/）で「しゃくとり虫の練習」を操作，体験。 

授業の様子 

 実施場所：普通教室 

 全校児童 1 人１台 iPad を配布し，1 クラス 40 台まで校内の Wi-Fi に同時接続可能。 

 外部の参観者らは接続できないため外部の影響を受けない。1 年生は iPad2 を iOS8 以上に

して使用し，これまで多くの学習アプリを利用（アプリゼミ，1 年国語・算数ビノバ，計算

カード等）。 

 タッチペンを 9 月に 1 年生全員に配布し利用。 

 各教室に 1 台大型モニタが設置され，今回は都内で配布された 40 から 50 インチを使用。 

 教員の iPadを大型モニタにミラーリングするために Apple TVとHDMI接続端子の両方を用

意。これにより大型モニタにて視覚的な説明を一斉に行うことが可能。 

自ら描いた絵がプログラミングで動くことに驚き，楽しみながら操作していた。また様々な動かし方にも挑戦し，分か

らないところはお互いに話し合って情報交換をするなどして自ら進めていた。 

大型モニタを使用することで操作手順の説明を一斉に行えるようになり，子供たちは自分の iPad で課題に取り組む。 
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指導過程：（3. 描いた絵を動かそう【本時】） 
 教員の働きかけ 予想される児童の反応 指導上の留意点 

（
5

分
） 

 
1.これまでの活動を振り返る。 
 
2.本時の課題を確認する。 

 
1.しゃくとり虫を動かした。 
 
2.しゃくとり虫をいろいろな向きに動かした。 

  
 
 
2.実際に虫を動かして示す。 

（
30

分
） 

 
 
 
 
3.iPad を用意し，Puffin をタップして

VISCUIT の web に繋げさせる。 
 
4.絵を描かせる。 
 
 
5.描いた絵を動かすためのプログラム
を作成する。 

 
 
6.練習したことをもとに自ら描いた絵
をプログラムを作成して動かせる。 

 
7.他の子供の動かし方などを見て意見
交換をさせる。 

 
8.様々な動かし方を覚えて工夫して絵
を動かせる。 

 

 
 
 
 
3.準備できた。 
 
 
4.キャラクターにしよう。 
・乗り物にしよう。 
 
5.斜めに動かしてみよう。 
・反対向きに動かしてみよう。 
・たくさん動かしてみよう。 
 
6.思ったように動かないな。 
 
 
7.こんな動かし方があったよ。 
・こんな動かし方もあるんだ，やってみよう。 

 
 
 
 
3.接続の確認を見て回る。タブレットを 1 人

1 台もって操作する。 
 
4.絵の大きさを変えることはできないので
簡単な絵にするよう説明する。 

 
5.大型モニタ上に操作の実演をする。 
◎動かすことができた子供は周囲に教え，他
に工夫していろいろ動かしてみることを
伝える。 

 
評価 
・絵の動かし方を考えることができる。 
・絵を動かすためのプログラムを作成し，動
かすことができる。 

（
10

分
） 

 
9.体験したことを振り返る。 
 
10.本時では出てこなかったプログラム
などを講師に説明してもらう。 

 
9.いろいろ動かすことができた。 
 
10.次はやったことのない動かし方をやりたい。 

 
9.大型モニタに作品を映し出す。 
 
 

 

評価規準 
A・・・絵の動かし方を考えてプログラムを作成し，実際に動かすことができる。 
B・・・基本的な操作をして絵を実際に動かすことができる。 
Cと判断した児童への手立て・・・具体的な基本説明と比較して異なっている部分を個別指導で確

認させる。 

授業の目標：VISCUIT のプログラミングを通して表現することができる 
 

授業の概要 

全体指導計画（全体 3時間計画） 

1. しゃくとりむしをうごかそう①（基本的な操作説明と実際に動かしてみる） ·········· （1 時間） 
2. しゃくとりむしをうごかそう②（様々な動きを取り入れて動かす） ····················· （1 時間） 
3. 描いた絵を動かそう（虫以外に絵を描いて，絵を動かす）【本時】 ····················· （1 時間） 
 

描いた絵をいろいろな方向に動かそう 

【導入場面のここがポイント】 
ロイロノートスクールを用いて，これまでの活動を
大型モニターに提示し振り返らせる。 

【展開場面のここがポイント】 
基本的にあまり教員側から操作を細かく指示するのではなく，1
つの動きとして提示し，子供たち」に考えて操作させる。 

 

【まとめ場面のここがポイント】 
・次回やってみたいことを伝えられるようにする。 
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どのようなプログラムか 
 基本的に絵を上下左右の向きに動かす。また 2 つの絵を 1 つにして動かす。 

どのように動くか 

児童の作品例 

①背の伸びたしゃくとり虫の絵を左
の枠にドラッグし，右上にある 2
つの円をドラッグして，適当な場
所に置く。円の中にそれぞれ背の
伸びたしゃくとり虫を置く位置に
よって上下，左右に移動する。 
（動く方向を決める操作） 

②2 つの円の左側に背の伸びたしゃ
くとり虫，右側に背を曲げたしゃ
くとり虫を置く。 

 
③再度 2 つの円を用意して反対に左
側に背を曲げたしゃくとり虫，右
側に背の伸びたしゃくとり虫を置
く。これによりしゃくとり虫が伸
びたり縮んだりして動く。また円
の中の置いた位置によって動く方
向が変化する。 
（伸びたイラストと縮んだイラス
トで動きを作る操作） 

④2 つの円を 3 つ用意する。1 つ目に円の両側に同じ絵を入れる。2 つ目に 2 つの円に 1 つ目と
は別の絵を入れる。3 つ目に 2 つの絵を重ねる部分を作ると絵が変化をする。 
（他の部分と関係する動きを作る操作） 
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児童の変容 
 １年生でありながら，子供たちの興味関心は高く，普段から iPad を授業で利用しているため

開始当初からモチベーションは高かった。 
 担任が操作の指導後，子供たちは自分からいろいろ操作してしゃくとり虫や絵を動かしてい

た。また動かし方が分からなかったら隣の子や操作できる子供たちが自ら教えてあげるなど
協力して取り組む態度が見られた。また作品を発表することでアイデアのきっかけとなり
様々な絵を動かしていた。 

 動かし方の手順に慣れてくると子供たちは自らいろいろな絵を考えて動かすようになり，い
ろいろな動かし方に挑戦するようになっていくなど，より積極的に取り組むようになってき
た。 

 

児童の感想 
 自分で考えて絵を動かすことができたのでうれしい。 
 もっといろいろ動かしてみたい。 
 家に帰ってパソコンで VISCUIT をやってみたい。 

 

 

 

題材のおすすめポイントと留意点 
 VISCUIT は操作における手順が少なく，iPad を操作するように直感的に動かすことができ

るためプログラミングに触れる 1 年生には親しみやすい。またタブレット端末で操作が可能
なため子供たちはお互い見せ合うなど交流がしやすい。 

 子供たちにとって VISCUIT は，プログラミングの操作がしやすく，自由に動かすことができ
る反面，VISCUIT の仕様上，途中保存やアンドゥ機能がないため，フリーズや操作ミスが発
生した際，最初からやり直すことになる。これにより子供たちは何度も同じことを繰り返す
ことになり意欲の低下につながるため，必ず操作を始める前に「何度もタップをしない」「関
係のないところを触らない」などの指示を行い，不要なやり直しを可能な限り減らすように
する。 

 
指導方法のおすすめポイントと留意点 

 実際に授業を行ってみて，指導者側に十分な知識や経験が無くても子供たちは自ら操作し，
交流する中で相互に協力し，集中して取り組む，アイデアの共有などプログラミングを通し
ての様々な活動ができた。 

 子供たちのプログラミングした作品を可能な限り発表させることで，アイデアの共有とさら
なる操作の広がり，自分も同じものを作りたいという挑戦する態度をもつようになった。 

 操作の答えは 1 つだけではないことを意識させることで，操作が得意な子供も様々な工夫を
考えるようになった。 

 １年生としてはプログラミングの操作が楽しいと感じることができるように教員が心がける
ことで苦手意識をもたせないようにすることが必要だと感じた。 

 

その他 
 iPad は Flash 未対応のため，Flash 対応ブラウザである Puffin をインストールしたが，ネッ

トワーク環境によって操作がうまくいかないときがある。当然ネットワーク環境が不安定だ
と操作が止まるなどして子供たちのモチベーションが著しく低下してしまう。 

 プログラミングをするに当たり，子供たちは自由に操作して楽しみながら絵を動かしていた
が， VISCUIT を操作する上で間違えている部分があった場合に自動で示されるようにする
と，1 年生でも間違いに気づくことができるのではないかと考える。 

 

参考 
 NPO 法人デジタルポケット (http://www.digitalpocket.org/) 

児童の変容や児童の感想より 

この授業のお勧めポイントと実施上の留意点 
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めざせ！行列のできるおすし屋さん！ 
長野市立芹田小学校，授業者：西澤 宏嘉  

校種：小学校， 実施教科：図画工作 

実施単元：紙粘土工作による表現・鑑賞， 実施学年：4 年生 

 

教室の設備・環境 

使用したプログラミング言語や実行環境 

 プロロボ USB プラス（N8170：ヤマザキ教育システム社）。 

 プロロボ USB エディタ（ver.2.52）。 

 プロロボ USB エディタは Windows 上で稼働。フローチャート形式で，ドラッグアンドドロップ

によりプログラムを作成可能。作成したプログラムは本体と USB 接続してデータ転送。 

授業の様子（指導計画第 7時目：おすし屋さんの開店準備だ！（目的地まで動かしてみよう）） 

 実施場所：コンピュータ室 

 コンピュータ室には，Core 2 Duo の Windows Vista マシンが 35 台あり，各児童が自分の

アカウントを使ってログインして使用。 

 前時までに，紙粘土を使用して作ったすしネタを完成。 

 各端末でプロロボ USB プラスエディタを起動後，あらかじめプロロボとコンピュータを接続

し，プロロボが認識されるよう準備。 

教材の説明やエディタの使用方法を各

自の PC 画面上に一斉送信して提示し，
理解が深まるようにした。 

「本物のおすし屋さんみたいだね。」 
おすし屋さんのカウンターをイメージ
したコースマップにそって進むセンサ
カー。 

おすし屋さんの開店に向けて，思い思
いにすしネタを制作中。 

「あれ，思ったように動かないぞ？」 
何度もトライアンドエラーを繰り返
し，目的どおりの動きになるまで意欲
的に追求する姿がみられた。 

簡単な動作は各自の机上で動きを試せ

るようにした。 

横並びの 3 人グループでの追求とし，
お互いのプログラムを見せ合ったり共

有したりと，多様な思考に触れる機会
を作る。 
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指導過程：（3. おすし屋さんの開店準備だ！（目的地まで動かしてみよう）【本時】） 
 教員の働きかけ 予想される児童の反応 指導上の留意点 

（
5

分
） 

1.おすし屋さんの動画を見せ，今日作る
｢すしお届けロボ｣のうごきのイメー
ジをつかませる。 

1.なんだか楽しそうだな。早くやってみたいなあ。 
ボタンを押したらロボットが帰る命令はどうや
って作るんだろう。 

 

1.実際のおすし屋さんの映像を見せ，ロボット
の動きのイメージが膨らむようにする。 
｢ボタンを押したら帰る｣部分をクローズア
ップする。 

（
25

分
） 

2.本時の課題を提示する。 
 
 
 
 
3.動きの命令をするパーツの使い方を
確認する。 

 
 
 
 
 
 
 
4.目的の場所におすしを運ぶ方法をグ
ループごとで自由に試させる。 

2.本時の課題を知る。 
 
 
 
 
3.センサを使えば，運び終わった後に戻ってくる動
きの命令が作れそうだ。 
この間使った命令を組み合わせれば，すしロボが
つくれるね。 

 
 
 
 
 
4.いろいろな方法で目的の場所にたどり着けるよ
うにやってみよう。  

 

2.どのようにプロロボを動かしたいのか，動き
のイメージを言葉で書かせる。 

 
 
 
3.児童の画面でセンサを使ったフローチャー
トの作り方を見せ，全体で実際の動きを確認
する。 

・必要となる基礎の命令を掲示しておく。 
①「タッチセンサ」…センサ 1 が押される
と前進(後進)する。 
②「時間差」…スタートして始め 5 秒止ま
ってから動き出す。 

 
4.難易度のちがう 3 カ所の目的地を用意し，
前時までの学習を生かしたプログラムを作
れば良いことに気づかせる。 

（
15

分
） 

5.目的どおりに動かすことができたグ
ループに発表させる。 

 
 
 
 
6.完成した｢すしお届けロボ｣を使って
おすし屋さんごっこをして楽しむ。 

 

5.代表グループの作ったロボの動きとフローチャ
ートを見て，工夫したところの説明を聞く。 
停止命令の秒数をゆっくりにして，おすしをのせ
るタイミングを考えたんだね。 

 
 
6.2 グループずつでお客とお店屋さんに分かれ，注
文し合って楽しもう。 

5.フローチャートで工夫を考えているグルー
プに発表させる。 

 
 
 
 
6.活動の時間を確保する。 

    

評価規準 
A・・・目的の場所まで運ぶためのアルゴリズムを複数考えることができ，それに基づいたプログ

ラムを作成し，センサカーを動かすことができる。 
B・・・目的の場所まで運ぶためのアルゴリズムを考えることができ，それに基づいたプログラミ

ングを作成し，センサカーを動かすことができる。 
C と判断した児童への手立て・・・プログラミングができた仲間のプログラムを紹介し，一緒にプ

ログラムを作成する。 

授業の目標：目的の場所にお寿司を運ぶための動作をするフローチャートを考え，実際にセンサカ
ーを動かすことを通して，プログラミングの仕組みを体験的に理解できる。 

授業の概要 

全体指導計画（全体 8時間計画中プログラミング 2時間） 

1. おすし屋さんを開く準備をしよう（紙粘土による寿司ネタの制作） ····················· （5 時間） 

2. プロロボを動かしてみよう（エディタの使い方） ············································ （1 時間） 

3. おすし屋さんの開店準備だ！（目的地まで動かしてみよう）【本時】 ·················· （1 時間） 

4. おすし屋さんごっこをして楽しもう（鑑賞） ·················································· （1 時間） 

注文のあったお客さんのところにおすしを運ぶためのプログラムを考えよう 

【導入場面のここがポイント】 

・実生活の場面を想起させ，自分たちの身近なものもプログラムで

動いているということに気づかせる。 

【展開場面のここがポイント】 

・目的を達成できるよう繰り返し試せる場を与え，失敗しても何度でも作り直せることがプログラミングの良さであることを伝える。 

・うまくいったグループのフローチャートを全体に共有するようにして参考にさせる。仲間同士での教え合い，学び会いを大切にさせる。 

【まとめ場面のここがポイント】 

・実際のおすし屋さんのようなロボットのプログラムが自分たちでも作れることに気づかせ， 

身近な問題もプログラミングで解決できることを感じさせる。 
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児童の作品例 

どのようなプログラムか 
 基本的には，ものを乗せたあと数

秒後に前進し，目的の位置で止ま

るように動く。 

 目的地にたどり着いて数秒止ま

ったあと，センサにタッチすると

スタート地点に戻る。 

 目的地を難易度別に 3 ヶ所に設

定する。 

 目的地まで戻るために，コースを

1 周しても良い。 

どのように動くか 
 
～基本の動き～ 
① スタート地点でおすしを乗せるた

めに数秒停止する。 

 

② 課題のコースに沿って目的地まで

移動する。 

 

③ タッチセンサが押されたら，スタ

ート地点まで戻る。 

 

④ 全員共通の課題としてカウンター

席 1 番まで届け，戻ってくるプロ

グラムを考える。 

 

 
～児童が作成した複雑な動き～ 

⑤ カウンター席2番に届けるために，

90 度曲がったあと前進する。 
 
 

⑥ カウンター席3番に届けるために，

途中で 2 回 90 度曲がって前進す

る。 

① おすしを載せるために数秒停止する 

② 目的地に移動するための命令を考える 

③ おすしを運んだ後，タッチセンサでス
タート地点に帰る 

⑥ 2 回 90 度曲がって前進する 

④全員の共通理解 

 

⑤90°曲がる 
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児童の変容 
 当初，プログラミングは難しいというイメージをもっている様子だったが，センサカーの動

作が緩やかで親しみやすいこと，プログラムを作成するためのエディタの操作がドラッグア
ンドドロップで簡単にできることから，抵抗感なく意欲的に取り組む姿が見られた。 

 多くのグループがトライアンドエラーを繰り返しながら前進の秒数を決めだす中で，1 秒あ
たりに進む距離のデータを計測し，目的地までの距離を定規で測って決めていくグループの
姿が見られた。 

 3 番まで進むためのプログラムを考える際に，「2 番までのプログラムと 2 番から 3 番に進
むためのプログラムを別々に作って組み合わせれば良いんじゃない？」と，プログラムを分
割し，分担して作るアイディアが見られた。 

 

児童の感想 
 プログラミングはむずかしいと思っていたけど，とてもかんたんにできた。プロロボがセン

サで動いたら「やったー」と思った。 
 少しだけのミスで，ぜんぜんちがうことになってしまうことに気づいた。 
 プロロボを自由自在に動かしてみて，プログラミングは身近なところで使われていることが

分かった。 
 むずかしかったけど，3 人でいろいろ工夫して，協力してできたのでよかったです。 
 プログラミングでいっぱい命令を作って，楽しかったです。あともう少し！って時に終わっ

てしまったけど，楽しかったです。 
 あこがれの回転ずし屋さんのようにできて，楽しかった。 

 

 

題材のおすすめポイントと留意点 
 自分たちで作ったすしネタを載せたおすし屋さんを開くのが単元全体の課題であり，そのた

めのプログラミングという動機づけができる。 
 乗せるものを変えたり，動きを工夫したりすることで様々なバリエーションが展開できる。 
 最後のおすし屋さんごっこの場面を「鑑賞」として扱うことができる。 
 

指導方法のおすすめポイントと留意点 
 実生活でのプログラミングやセンサの活用例（本物のおすし屋さんの動画など）を見せるこ

とで，現実にある課題設定となり，児童の意欲をより高めることができる。 
 プロロボ USB エディタは，命令をドラッグアンドドロップで直感的に配置でき，フローチャ

ートを簡単に作成することができるので，動きをイメージしやすい。 
 3 人組での活動とすることで，操作面での不安要素をとりのぞき，分からないことをお互い

に相談し助け合いながら，プログラミング活動に取り組ませることができる。 
 シンプルな命令のみで達成できる課題とし，少しずつ難易度を上げた複数の課題を設定する

ことで，児童の課題追求意欲を高めることができる。 
使用するコース表面の滑りやすさやプロロボ自体の性能などにより，正確にまっすぐ進まな
いという動作上の若干の誤差があるが，あまりその誤差にこだわらせないようにする。 

 

その他 
 今回の実践で活用したセンサカーの｢プロロボ｣は，本来は中学校技術・家庭科の技術分野に

おける計測・制御の学習に用いられる教具である。そのため，小学校での実践においては近
隣の中学校と連携して学習を進めると良い。 

 

参考 
 内田有亮・尾崎誠・田口浩継・前田尊昭・村松浩幸・森山潤ら：技術分野でここまでできる

プログラムの学習指導，東京書籍(2014) 

児童の変容や児童の感想より 

この授業のお勧めポイントと実施上の留意点 
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プログラムロボット学習 
大阪市立苗代小学校，授業者：金川 弘希  

校種：小学校， 実施教科：総合的な学習の時間 

実施単元：プログラムロボット， 実施学年：4 年生，5 年生，6 年生 

教室の設備・環境 

使用したプログラミング言語や実行環境 

 言語は，レゴマインドストームの EV3 ソフトウェアプログラミングの LabView(ラボビュー)。 

 購入した EV3 用のソフトウェアをノートパソコンにダウンロードし，そこから実行。 

授業の様子 

 実施場所：多目的室（物がなく広く使える部屋） 

 3 人で 1 台のノートパソコンを使用。 

 使用したノートパソコンにデータを保存するので，毎回同じパソコンを使用する必要がある。

（校内の無線 LAN に接続していれば，共有ドライブに保存することも可能） 

 学習時にはインターネットは使用しない。 

 教員が模範のプログラムを用いて説明するので，教員用のパソコンと，電子黒板かプロジェ

クタが必要。 

ミッションを解決する際に必要となる 

基本のプログラムの説明や動作の確認

を行った。 

3人で1台のパソコン，ロボットを基に，

グループでの話し合い活動を通して課

題を解決する。 

ミッションによってはブロックを組み

合わせて新しいロボットを作らせた。 
パソコン上のみでなく，ロボットを走

らせながら細かいプログラムの修正を

行わせた。 

自分の意見をうまく相手に伝える必要

や，相手の意見をうまく聞く必要があ

るので，当初は話し合いがうまくでき

なかったグループも回数を重ねるごと

に活発な話し合いが行われ，協働的な

学習につながった。 
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指導過程：（5. センサやアームを使って災害現場から人命を救助して病院に運ぶプログラムを考えよう【本時 2/3】） 
 教員の働きかけ 予想される児童の反応 指導上の留意点 

（
5

分
） 

1.ロボットを机に運び，準備をし，前時
の振り返りをする。 

1.アームを使う時の工夫について振り返る。 
◎グループのパソコンとロボットを机上に運び，コ
ードをつないで準備し，前時の振り返りをするこ
とができる。 

1.毎回使用しているパソコンとロボットか確
認させる。 

（
35

分
） 

2.振り返りシートを配布し，本時のミッ
ションを発表して，提示する。 

 
 

 
 

3.ミッションと基本的なプログラムの
確認をする。 

 
4.これまでの学習してきたセンサ制御
とアームを組み合わせて考えさせる。 

 
 
 
 
 
 
5.グループごとに，成果を発表させる。 
 
 
 
 

2.本時のミッションを知る。 
 

 
 

 
 
3.本時の基本的なプログラムを知る。 
 
 
4.センサ制御とアームを組み合わせてプログラム
を考える。 

◎センサを使って目標物の前で止まることができ
る。 

◎アームの力を調節して人命を救助して，病院まで
運んで降ろすことができる。 

 
 
5.グループで考えたプログラムをロボットに転送
して動きを発表する。 

2.手でロボットを動かせて，実演を見せる。 
 

 
 

 
 
 
 
 
4.基本的に，細かい指示や指導はせずに，子供
の発想力を育てる。わからなくなったときに
は，他のグループの動作やプログラムを参考
にして，グループで話し合い，考えるように
伝える。また，おすすめの動作のプログラム
があれば，全体に伝えるようにする。パソコ
ンの動作でわからない時は，補助をする。 

 
5.ロボットにプログラムを転送し待機させる。 
 

（
5

分
） 

6.振り返りシートに学習した内容をま
とめさせる。 

 
 

7.今回の学習を通してわかったことや，
他グループの発表を見て気づいたこ
とを発表させる。 

6.学習を通して学んだこと，他グループの良かった
ことをまとめる。 

 
 

7.まとめたことを発表する。 
◎パワーを調節して，人命を優しく病院で降ろすこ
とができていた。 

◎センサを使って，目的地の前で止まることができ
ていた。 

6.より安全に，正確に人命を救助する方法はな
いか考えられるように促す。 

・ワークシート 
 

7.発表を通して，次回以降の学習に生かせるよ
うにさせる。 

 

評価規準 
A・・・グループで積極的に意見の交流ができ，独自のプログラムを考えて取り組むことができ，

救助することができる。 
B・・・グループで意見交流をして，プログラムを考えて取り組むことができる。 
C と判断した児童への手立て・・・他グループの動作やプログラムを見たり，同じグループのメン

バーに教えてもらったりして，プログラムに取り組むようにさせる。 

授業の目標：センサやアームを使って災害現場から救助して病院に運ぶという課題に対して，課題
解決のためのプログラムを考えることができる。 

授業の概要 

全体指導計画（全体 12 時間計画） 

1. 「超音波センサ」を使って災害現場と病院で止まるプログラムを考えよう ············ （2 時間） 

2. ブロックを組み立てて，タイヤを使わずに動かす構造を考え， 

プログラムをつくろう ·············································································· （1 時間） 

3. 「カラーセンサ」を使って災害現場と病院で止まるプログラムを考えよう ············ （2 時間） 

4. 「カラーセンサ」と「超音波センサ」を使って災害現場と病院で止まり， 

スタート地点まで戻ってくるプログラムを考えよう ········································· （1 時間） 

5. センサやアームを使って災害現場から人命を救助して病院に運ぶプログラムを 

考えよう【本時 2/3】 ·············································································· （3 時間） 

6. 音楽に合わせてアームや車体を動かせるプログラムを考えよう ··························· （3 時間） 

 

センサやアームを使って災害現場から人命を救助して病院に運ぶプログラムを考えよう 

【導入場面のここがポイント】 
・ミッションを災害救助ロボットにすることによって，身近な問題であると感じさせ，役に立つ技術であるという意識を持たせる。 

【展開場面のここがポイント】 
・コミュニケーション力の育成にも繋がるので，グループでの話し合い活動を活発に行わせるようにする。 
・プログラミングのきっかけがつかめないグループには，教員がすぐに答えを示すのではなく，他グループの動きやプログラム
を参考にして何度も試行錯誤することによって確かめる重要さを伝える。 

・自ら小さな問題をいくつも発見して，それをグループ学習や自分で解決していく大切さを伝える。 
 

【まとめ場面のここがポイント】 
・他グループの良かったことを発見させて，次回以降のプログラミングに生かせるようにさせる。 
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児童の作品例 

どのようなプログラムか 
 ブロックの中にある数字でモータの回転数やパワー等を組み合わせてプログラムを作り，自分で考

えた通りの動きをさせる。 

 EV3 用のソフトウェアをダウンロードしたパソコンを用いてプログラムを作成し，専用のケーブ

ルでロボットに転送して動きを制御することができる。 

 下の図のプログラムは，災害現場まで直進し，人を見つけるとアームを持ち上げて救助して回転し，

病院まで前進して超音波センサで止まってアームを下げて人を降ろす。 

 

 

 

  

～センサ等の応用～ 

 

① 50%のパワーで両方のタイヤを 

前に回転させる（直進）。 

② 50%のパワーで左のタイヤのみ 

３回転させる（時計回りに回る）。 

③ 右のタイヤをパワー30%で 

１回転，左のタイヤをパワー60%で 

２回転させる（右へ曲がる）。 

 

④ 黒色を発見すると止まる 

（カラーセンサ）。 

⑤ アームを 45°持ち上げる 

（モータ）。 

➅ 前方の物との距離が， 

10cm になると止まる 

（超音波センサ）。 

 

どのように動くか 

 

①直進する ④黒色を発見して

止まる 

⑤アームを上げる ②回転する 

①直進する ➅15cm の距離で止まる ⑤アームを下げる 後進する 

～基本の動き～ 

 

①直進する 

 

子供が作った 

災害救助ロボット 

 

アームを下ろす 

④黒色を発見したら止まる 
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児童の変容 
 コミュニケーションを取ることが苦手な児童も，児童同士で互い積極的に発言をし合うこと

により，コミュニケーション能力が向上した。 
 
 他教科の学習時間でも，グループでの話し合い活動が活発になり，自然と意見交流ができ，

思考が深まった。 
 

 プログラムをブロックとして順序立てて考えることにより論理的思考が向上し，他の児童に
伝える際にも，論理的に説明ができる児童が増えた。 

 
 ミッションに合わせて立体的にブロックを組み立て直すので，空間把握能力の苦手意識の改

善が見られた。 

 

児童の感想 
 他のグループのプログラムや動きを見ることによって，できないと思っていたけどもできる

ようになった。 
 

 ブロックを組み合わせてプログラムを作るので，考えやすくて楽しかった。 
 

 将来は，ロボットとプログラムの研究をして，災害や病院で役に立つものを作りたい。 
 
 
 

題材のおすすめポイントと留意点 
 プログラムしたことを，すぐに実際に確かめることができるので，問題解決のしやすい題材

である。また，ブロックを組み立てることによって空間把握の力もつけることができる。 
 

 コミュニケーションを取ることが苦手な児童も，ブロックの組立や，プログラムの角度や回
転数について発言をし，活躍のできる題材である。 

 

指導方法のおすすめポイントと留意点 
 教員が思いつかないプログラムを児童が考えるので，それを全体に広めてより良いプログラ

ムを考えることができる。 
 

 子供たちはわからなくても，時間差はあるが自主的に解決していくので，すぐに教員が教え
るのではなく，なるべく教えることを我慢して考えさせる方が良い。 

 
 答えは無限大にあるので，自分たちのグループ独自のプログラムを考えさせるようにすると，

発表の際に新たな気づきがたくさんうまれる。 
 

 頭の中で考えるだけでなく，何度もプログラムして実行して確かめる。その繰り返しをさせ
る。 

 

参考 

 レゴマインドストーム EV3 

（http://education.lego.com/ja-jp/preschool-and-school/secondary/mindstorms-educ

ation-ev3） 
 

児童の変容や児童の感想より 

この授業のお勧めポイントと実施上の留意点 

15 

大阪市立苗代小学校 



  

調べた人物をプログラムで表現してみよう 
宮城県仙台市立大野田小学校，授業者：栄利 滋人  

校種：小学校， 実施教科：総合的な学習の時間 

実施単元：人物ヒストリー， 実施学年：6 年生 

教室の設備・環境 

使用したプログラミング言語や実行環境 

 Scratch（Ver2.0）。 

 Scratch はブラウザ（http://scratch.mit.edu/）上で稼働。Scratch の ID を児童 1 人 1 人に割

り当て，作品を保存・共有できるようにしている。パスワードは教員が管理。 

 

授業の様子 

 実施場所：コンピュータ室と一般教室 

 コンピュータ室には，Windows7 マシンが 40 台あり，各児童が 1 人 1 台ずつ使用。インタ

ーネットは仙台市教育委員会がフィルタリングソフトで有害なサイトをブロックする環境で

使用。 

 実施前の準備 

 児童用の Scratch ID を全員分登録し，ログインや保存が可能かどうかを確認。 

 授業の前に児童のログイン画面でパスワードを入力し，1 人 1 人が Scratch を使えるように

立ち上げておく。 

 

Scratch is developed by the Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab. See http://scratch.mit.edu 

Scratch の操作ガイドを参考にいろいろな

ブロック操作を試していく。青のブロック

で歩かせ，紫のブロックでセリフを言わせ

るなど，色を指示しながら色分けされたブ

ロックを操作させていく。 

基本操作を学んだあと，自分でいろい

ろなブロックを操作して Scratch を

試させる。 

導入ではボストンの小学生の作品を見せ，

ブロックの命令で動く仕組みを知らせる。 

児童が図工で描いた作品の画像を中京大学

に送る。絵を Scratch で動かすプロジェク

トに参加する。 

中京大学の学生が作成した Scratch で絵が

動く様子を見せる。どのようなブロックの

組み合わせで動いているかを理解させる。 

学生のプログラムを参考にして，児童は

調べた人物を Scratch で表現する。 
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指導過程：（5. 調べた人物を Scratch で表現してみよう【本時 1/3】） 
 教員の働きかけ 予想される児童の反応 指導上の留意点 

（
5

分
） 

1.大学生の作品から分かりやすいブロ

ックの仕組みを取り上げて，確認させ

る。 

 

1.難しくないのかな。 

やってみたい。 

こういうブロックなんだ。 

できるかもしれない。 

 

1.繰り返しや制御のブロックを見せる。 

 

（
30

分
） 

2.本時の課題を提示する。 

 
 
 
 

3.セリフを言わせるブロックの使い方

を確認する。 

 

 

4.ブロック操作の方法を児童に発見さ

せる。 

 

2.本時の課題を知る。 

 
 
 
 

3.紫のブロックでセリフを入れる。黄色の制御ブロ

ックで１秒待って次のセリフを言わせる方法を

覚えて操作する。 

 

4.いろいろな動きや効果を，ブロックを組み合わせ

て試す。 

・大学生の作品のブロックを見て真似をしながら試

す。 

・ブロック操作を発見する。 

 

 

 

 

 

2.人物のセリフを確認させる。 

 
 
 
 

3.ブロックの色で説明する。 

・2 つのセリフのブロックをつなげると同時

に文字が出ることと制御ブロックでコン

トロールできることを考えさせる。 

・ブロックでの操作がうまくできない児童に

は，できている児童のブロックを見せて真

似をさせながら作成させる。 

（
10

分
） 

5.作成した児童の作品を紹介し，ブロッ

クの組み合わせ方など，本時の授業を

通して，学んだことを発表させる。 

5.代表児童の作品とブロックの組み合わせ方を見

る。 

・このやり方でやれば簡単にできそう。 

 

5.工夫した児童を紹介する。 

 

評価規準 
A・・・調べた人物についてブロックを工夫して効果的に表現することができる。 
B・・・調べた人物についてセリフのブロックを組み合わせて表現することができる。 
C と判断した児童への手立て・・・できている児童のブロックを見せて理解させ，同じように組み

合わせながら表現させる。 

授業の目標：Scratch プログラミングでトライアンドエラーを通して，自分の調べた人物について
表現し，プログラミングのしくみを体験的に理解することができる。 

授業の概要 

全体指導計画（全体 9 時間計画） 

1. プログラミングの作品を見てみよう（Scratch 編） ········································· （1 時間） 

2. Scratch を試してみよう 1（セリフの追加，音を追加） ···································· （1 時間） 

3. Scratch を試してみよう 2（待つ，繰り返し，制御の方法） ······························ （1 時間） 

4. 大学生の作品を見て，ブロックのしくみを理解しよう（条件分岐） ····················· （1 時間） 

5. 調べた人物を Scratch で表現してみよう【本時 1/3】 ····································· （3 時間） 

6. 大学生とのコラボレーションで完成させよう ·················································· （2 時間） 

 

【まとめ場面のここがポイント】 
・大学生が作った Scratch と同じような作品を小学生でも作
れるかもしれない，という可能性を持たせる。 

【導入場面のここがポイント】 
・大学生の優れた作品を見せることで，児童が自分でブ
ロックの仕組みを調べようとする意欲を持たせる。 

【展開場面のここがポイント】 
・児童はいろいろなブロックの組み合わせを自分で発見するので，すぐに発見した組み合わせ方を全体に伝える。それを教え
合いながら，他の役立つブロックの組み合わせを発見してまた教え合う。教え合う活動を支援することでプログラミングの
仕組みについて児童自身が覚えていくことにつながっていく。 

調べた人物にセリフを言わせて Scratch で表現しよう 

17 

仙台市立大野田小学校 



  

児童の作品例 

どのようなプログラムか 
 キャラクターが登場し，名前，どんなことで有名か，業績や名言等を吹出しの中に文字で表す。 

 キャラクターを 2 人にすることで，質問し答えるという会話形式で表現することができる。 

 紺の「Hello!と言う」ブロックを使い，「Hello」の部分を人物紹介の文に書き換える。 

 黄色の制御ブロック「1 秒待つ」をつなぎ，次々にセリフが出てくるようにすることができる。 

 キャラクター2 人の場合，別々にブロックでプログラミングし，イベントブロック「旗がクリ

ックされたとき」をブロックの先頭につけると，同時にキャラクターが動き始めるプログラム

となる。 

 児童が発見し動かしたブロックは，紫ブロックで音を鳴らす，紺ブロックで大きさを変える。 

 イベントブロックでスペースキーが押された時に動かす，黄色ブロックでずっと繰り返す等が

ある。 

どのように動くか 
 

～基本の動き～ 

① キャラクターがセリフを
言う。 

② 次のセリフを遅らせるた
めに，制御する。 

③ あるキーが押されたとき
に，次の動きをさせる。 

④ 2 人が会話する。 
 

～児童が作成した複雑な動き～ 

⑤ もし～なら～させる。 
 端についたら，跳ね返る。 
 端に触れたら 15 度回す。 
 スペースキーが押された

なら，10 歩動かす。 
 色の効果を 5 ずつ変える。 
 

① 

② 

① 

② 

④ 
③ 

⑤ 
⑤ 
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児童の変容 

 プログラミングは難しそうなイメージがあったが，Scratch のキャラクターのアニメーショ

ン感覚が受け入れられ興味を持って取り組んでいた。特に，中京大学の学生が作成した「動

く絵」はインパクトが強く，ブロックのしくみを自分で調べて理解できたのをきっかけに，

コマンドのブロックを組んで新しいプログラムを工夫していた。 

 ブロックを組み合わせながら自分で動かし方を発見し，それを教え合い，操作方法が全体に

広まっていき覚えていく場面が多く見られるようになった。 

 

 

児童の感想 

 みんなの書いた絵が動いているのは，おもしろかったです。顔が速く動いたり，遅く動いた

りしてびっくりしました。こういう機能があると便利だと思います。 

 スクラッチに出てくる「座標 x，y」があまり分からなかったけど，少し使い方が分かったの

で，自分でも使ってみたいと思います。 

 自分の絵に音を入れてみたりして遊んでみました。難しそうだったけど，ブロックを見てな

んとなく分かってきました。 

 大学生の皆さん，私たちの絵を加工して面白くしてくれてありがとうございます。学校でや

っているスクラッチにこんな秘めた才能があるなんて思いませんでした。 

 私たちが書いた絵が動いた時はすごくびっくりしました。私はパソコンを操作するのが苦手

なんですが，この絵を見てスクラッチはすごいなと思いました。 

 

 

 

 

題材のおすすめポイントと留意点 

 大学生の優れた作品を見せることで，ただ動かしたりするだけの単純な作品のイメージから，

本格的なアニメーションのイメージを持たせることができた。共有化されている優れた作品

を見せ，そのプログラミングのブロックをさらに見せることを勧める。プログラミングをも

っと覚えると本格的な作品ができるというモチベーションを高めることになる。 
 
 

指導方法のおすすめポイントと留意点 

 作成する題材は，小学生の場合，すでに調べたこと等をまとめるものが良い。表現の仕方に

プログラミングを使うスタイルで，シンプルな題材で徐々に操作を増やすと良い。 
 
 

その他 

 指導者側として十分な知識が無いことが不安であったが，児童は操作をしながら覚え，覚え

たことは他の児童に教え，教え合いの中で操作のバリエーションが広まっていくという試行

錯誤の活動スタイルができてきた。まずは，ブロックを操作させることが大事である。 
 

児童の変容や児童の感想より 

この授業のお勧めポイントと実施上の留意点 
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 生徒には，文部科学省の Web ページを開かせ，各自のペースで制作を進めさせた。 

 

はじめは，操作の仕方を覚える意味と，プログラムの基本を教える意味で，ワークシートを配付

して，サンプルプログラムを入力し，全員が同じ動作をすることを確かめた。 

Scratch と同様に，命令（ここではプログラミンと呼ぶ）を下から上へと積み上げていく。反復

処理も扱える。また，教科書には無いが，並列処理（「イッペンニン」という命令）を使うことで，

動きの組み合わせ（複合）も，ここで扱った。分岐処理はここでは扱わなかった。 

アニメーション制作でプログラミングの基礎学習 
神奈川県厚木市立荻野中学校，授業者：尾崎 誠  

校種：中学校， 実施教科：技術・家庭科（技術分野） 

実施単元：内容Ｄ（プログラムによる計測・制御）， 実施学年：2 年生 

教室の設備・環境 

使用したプログラミング言語や実行環境 

 プログラミン（http://www.mext.go.jp/programin/） 

 作品をローカルに保存することはできない。生徒機にグローバル IP が割り当てられていれば，生

徒機ごとに作品を保存できる。 

授業の様子 

 実施場所：コンピュータ教室 

 デスクトップパソコンは 40 台。OS は Windows Vista。 

 市のセキュリティ管理に基づき，USB メモリ等の外部記憶媒体は，読み込みのみ可能。生徒

が作成したファイルは，サーバの共有フォルダ内に保存。 

 ネットワークは，有線 LAN で構築。 

 実行環境は，ブラウザソフトウェア（Internet Explorer 8）を利用して，上記 Web ページ

を開く。 

ご紹介頂く授業の内容がイメージできるよ
うなタイトルを付けてください。 

ここには，実践で使用した言語や，ソフト
的な実行環境についてご説明ください。
（例えば，ブラウザに Flashプレイやーが
必要とか，Javaの開発環境が必要とか，
ダウンロード元など，他の方が参考にし
て実行環境を整えられるような情報） 

ここには，マシンスペックやネットワーク環
境，使用した台数など，実施上の参考に
なるような情報などをお願いいたします。 

20 



  

指導過程：(2. プログラミンでアニメーションをつくろう【本時 2/3】) 
 教員の働きかけ 予想される生徒の反応 指導上の留意点 

（
5

分
） 

1.前時の体験活動（サンプルプログラム
の作成）を振り返り，順次処理と反復
処理について復習する。 

・「プログラムの作り方を，覚えていま
すか？」 

 
2.本時の目標を確かめる。 
・「今日からは，皆さんが考えてきた設
計に沿って作品を作りましょう」 

 

1.プリントを見直しながら，順次処理の考え方と，
反復処理の考え方を思い出す。 

・「命令（プログラミン）を積み重ねると，その順
番に動くんだよね！」「ズットンの中に命令を入
れたら，同じ動きを繰り返していた」 

1.操作の仕方だけでなく，メディアの特徴
や，プログラムの特徴に触れるようにす
る。ここでは軽く扱う。 

（
35

分
） 

3.自分が作りたい作品の設計を考えさ
せ，図に書き表すよう指示する。 

・「作品の全体イメージと，各イラスト
の動きを，プリントに書きましょう。」 

 
4.メディアの複合を学習するために，絵
と音を必ず用いるよう指示する。 

・「今回は，絵と音を組み合わせてみま
しょう。」 

 
5.情報処理の手順を学習するために，反
復処理を必ず用いるよう指示する。 

・「また，必ずズットンやナンカインを
使いましょう。」 

 
6.設計に基づいて作品を制作させる。 

3.イラストの動きを矢印で表現する。  
 
・物語型（ストーリー展開型）の作品を考えた生徒
は，物語の展開順序や，キャラクターのセリフを
書き表す。 

 
・アニメーション型の作品を考えた生徒は，複数あ
るイラストの動きを，それぞれ考えて書き表す。 

 
 
 
 
 
 
 
6.各自で，設計図を見ながら，目的の動きを実現し，
作品を完成させていく。 

 

3～5. 
・教員の作品例や，先輩・他クラスの作品例
をプロジェクタで投影し，生徒の作品制作
の参考にする。 

・設計の書き表し方や，過去の設計例をプリ
ントで配布したり，掲示したりする。 

 
【工夫・創造】 
・メディアの複合と，プログラムの利用が組
み込まれた設計になっているか（ワークシ
ート）。 

【技能】 
・絵と音を複合した作品になっているか（作
品）。 

・設計通りの動きで，順次処理と反復処理を
用いたプログラムになっているか（作品）。 

 

（
10

分
） 

7.作品を保存し，片づける。 
 
8.設計図のワークシートに，修正点を書
き込ませる。 

 
9.制作作業中に気付いたことを整理し
て，生徒全体に伝える。 

 
10.次時の課題を整理して終わる。  

 
 
8.設計図のワークシートに，変更点や追加点を書き
込む。 

 
 

 

評価規準 

A・・・設計通りの動きで，絵と音を組み合わせて，順次処理・反復処理を用いたプログラムを作

成できている。 

B・・・設計通りの動きになっていないが，順次処理または反復処理を用いたプログラムを作成で

きている。 
Cと判断した生徒への手立て・・・目的の動きを相談して決め，サンプルプログラムを改良したり，

組み合わせたりしながら，その動きを実現するように支援する。 

授業の目標：目的通りの動作を実現するために，適切な画像の配置と，適切なプログラムを考えて
作品を制作することができる。（技能）（工夫・創造） 

授業の概要 

全体指導計画（全体 11 時間計画） 

1. 計測・制御って何？ プログラムって何？ ········································ （2 時間） 

2. プログラミンでアニメーションをつくろう【本時 2/3】 ······················· （3 時間） 

3. ロボチャートで迷路をぬけよう ······················································· （2 時間） 

4. プロロボを使ってコースをぬけよう ················································· （3 時間） 

5. 「情報技術」と上手に向き合おう ※評価・活用の学習 ······················· （1 時間） 

【導入場面のここがポイント】 
・「プログラムとは…」のように，いきなり説明するのではなく，生徒の体験に基づいて「絵が，
プログラミンを積み重ねた順番に動くことは，分かったかな？」のように，専門用語を用い
ずに，プログラムの概念を押さえるようにしたい。 

【まとめ場面のここがポイント】 
・教員が，机間指導の中で気付いたことや，全体に対して指導した方が良い，補足説明した方
が良いと判断したことを，端的に説明すると良い。 

・設計を考えずに，操作をしながら，作品を何となく作っていると，プログラムのスキルや，
アルゴリズムを考える力を高める学習になりにくい。あらかじめ設計（イラストの動き）を
考えさせて，それを実現するプログラムを作成するよう働きかけたい。 

【展開場面のここがポイント】 
・生徒は「絵が動く」「音を出す」ことを考えていると，順次処理にばかり偏ってしまう。また，生徒はパラメータの調整に時間をかけて
しまうことが予想される。そこで，反復処理をうまく使うことや，並列処理をうまく使うことなど，情報処理の手順（アルゴリズム）を
考えるようにアドバイスすると，学習が深まる。 

自分の設計に基づいたアニメーションを作ろう 

21 

神奈川県厚木市立荻野中学校 



  

生徒の作品例 

どのようなプログラムか 
 あらかじめ用意されている絵（動物や乗り物などのイラスト）を動かすことができる。 

 時間があれば，オリジナルのイラストを描き，それを動かすこともできる。 

 音も何種類か用意されており，プログラムの中で音を鳴らすことができる。 

 イラストごとにプログラムを設定するので，作品を「再生」すると，全てのイラストが同時

に動作を開始する。 

 

     
 

どのように動くか 
 
作品例：動物たちが野原を駆け回る。 

 

再生すると２体の
動物が同時に動く 

 
①このアニメーションで使う 2 種類

のイラストを配置する。 

 
 
②ウサギがジャンプ 

しながら右へ 4 回 

移動する。 

 
③「いっぺんに」に 

囲まれた命令は 

同時に実行されるので，ウサギは斜

右上に向かってジャンプする。 

 
④向きを変えて， 

左へ 4 回移動する。 

 
 
 
 
 
⑤初期配置に戻して，②からの動作を

繰り返す。 

  
⑥同様に，他のイラストにもプログラ

ムを設定すれば，全てのイラストが

同時に動く。また，音を出したり，

色を変えたり，吹き出しでセリフを

表示したりできる。 

② 

① 

③ 

③ 

④ 

④ 

⑤ 

⑥ 

22 



 

生徒の変容 
 アニメーションをつくるという実習であったため，生徒には何をすれば良いのか理解しやす

く，多くの生徒が意欲的に学習に取り組んでいた。 
 多くの生徒は，思い通りに動く満足感や達成感と同時に，思い通りに動かないイライラや不

満感を感じていた。そのため，生徒の感想は大きく膨らみ，プログラムの技術に対して興味・
関心が高まったことや，職業としてプログラムを作成している人への尊敬の気持ちを抱いた
ことを読みとれた。 

 順次処理，反復処理などの考え方（概念）は理解できていた。その後のプログラム学習では，
本学習での理解があったために，導入はスムーズであった。 

 

生徒の感想 
 むずかしかったけれど，思った以上に楽しかった。思い通り以上にできてよかった。家でもやり

たい。もっとイイ物作りたいです。 
 順次処理や反復処理などを区別できるコンピュータをすごいと感じました。また，メディアの編

集の仕方で，動作を変えられるところにも，すごいと思いました。 
 CM とかビデオ，ネット上では，こうやって作成しているのかな？と思うと，本当に面白いと思

いました。 
 1 つ 1 つの動きを組み合わせて絵が動くので，1 つの絵を動かすのに手間がかかりました。でも，

動きを合わせるために，色々考えるのが楽しかったです。ゲームのソフトを考えている人はすご
いなと思いました。 

 

題材のおすすめポイントと留意点 
 「計測・制御」という点では，センサによる反応など，ハードウェアに関連する学習はでき

ないが，「プログラム」の基礎を学習するためには，生徒にとって手軽で，取り組みやすい
題材であると考えられる。 

 プログラミングの体験を通して，プログラムを作成できる力（知識や操作技能）や，目的の
動きを考える（設計する）力を育むことができる。 

 

指導方法のおすすめポイントと留意点 
 サンプルプログラムをうまく設定することで，その後の生徒の発想が広がりやすくなり，制

作の意欲が高まると思われる。今回の例では，「順次処理→並列処理（動きの組み合わせ）
→反復処理」の順でサンプルプログラムを作り，この順に学習したことで，生徒の理解がス
ムーズだったと考えられる。 

 自分の思い描く（目的としている）動きを実現するために，生徒があきらめずに何度も試行
錯誤することができるので，完成したときの達成感は大きいようである。お互いに困ったこ
とを助け合いながら作業を進められる環境づくりは大切であると思われる。 

 

その他 
 今回の実践では，学校のネットワーク環境がネックとなり，作品を保存できないことや，ア

プリ自体が固まるトラブルがあった。2015 年 1 月現在のバージョンでは，同様の問題が発
生することが心配されるので，授業実施前に，生徒 1 人 1 人が作品を保存できるか，イラス
トの一覧が表示されるか等をチェックした方が良い。 

 

参考 
 後閑哲也：改訂版 電子工作のための PIC18F 本格活用ガイド，技術評論社（2008） 

生徒の変容や生徒の感想より 

この授業のお勧めポイントと実施上の留意点 
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プログラミングを利用して LED を制御しよう 
宮城教育大学附属中学校，授業者：浅水 智也  

校種：中学校， 実施教科：技術・家庭科（技術分野） 

実施単元：内容 D（プログラムによる計測・制御）， 実施学年：3 年生 

教室の設備・環境 

使用したプログラミング言語や実行環境 

 Scratch と Raspberry Pi。 

 Scratch はフリーソフトをダウンロードし，個人の USB から起動しデータも USB に保存。もし

くは，Scratch 公式サイト（http://scratch.mit.edu）上で稼働。 

授業の様子 

 実施場所：コンピュータ室と普通教室 

 ノートパソコンは 40 台の Core i3 の 14 インチ Windows7 で，液晶部が回転してタブレッ

ト状になる。タッチペンも使用可。普通教室で使用。 

 コンピュータ室には 40 台の Core i5 の Windows7 マシンで，各生徒が自分のアカウントを

使ってログインして使用。本単元ではコンピュータ室の PC 自体は使用せず，モニタとキーボ

ードやマウスを Raspberry Pi に接続。 

 校内には無線 LAN が整備されており，各教室から Wi-Fi 接続でインターネットが使用可。 

 生徒のプログラムを共有できるよう，NAS サーバに生徒用の個人フォルダを作成し，データ

を共有。 

 LED 制御のためのブレットボードと電子部品。 

 Basic はフリーソフトの Tiny Basic を使用。 

 ブレッドボードでの回路作成例を提示する際は実物投影機を使用。 

教具の提示や説明には電子黒板
と実物投影機を用いて，視覚的に
生徒が理解しやすい説明を心が
けた。 

個人での探究活動は，ノート PC と
ワークシートを併用して活用した。 

教室で授業を行うことで，お互いの
プログラムを共有して，多様な思考
に触れる機会を作る。近くの生徒と
の意見交流をあまり制限しないよう
留意した。 

段ボールを活用したスイッチでは，条件を満
たすスイッチを，それぞれのアイデアを生か
して作成させた。 

電子基板がむき出しのため，取り
扱いや，外部機器の接続の順番に
注意させながら，取り組ませた。 

Raspberry Pi はコンピュータ室
のディスプレイ，USB マウスとキ
ーボードを接続してプログラミ
ングを指導した。 

Scratch is developed by the Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab. See http://scratch.mit.edu 
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指導過程：（7. プログラミングを利用して LED を制御しよう【本時 2/2】） 
 教員の働きかけ 予想される生徒の反応 指導上の留意点 

（
5

分
） 

1.前時で作った段ボールスイッチの
LED 制御を別の方法でできないか問
う。 

1.スイッチの変わりに LED を制御するものを考え
る。 

◎コンピュータ（プログラム）で制御することがで
きる。 

1.自動車用信号機などを例に挙げ，身近なと
ころで考えさせる。 

 

（
35

分
） 

2.本時の課題を提示する。 
 
 
3.LED 制御の基本コードを確認する。 
 
4.これまでの授業で作ってきた Scratch
でのプログラムに，LED の制御を組み
合わせたプログラムを考えさせる。 

 
 
 
 
 
 
5.自分の作成したプログラムの工夫点
をワークシートにまとめさせる。 

2.本時の課題を知る。 
 
 
3.Scratch での LED 制御の基本的な方法を知る。 
 
4.LED の制御を組み合わせたプログラムを考える。 
◎Scratch プログラム上で複数の条件を満たした
場合に LED が光るプログラムを考えることがで
きる。また，なぜそのタイミングで光らせるのか，
意図をもったプログラムを考えることができる。 

 
◎前回製作した段ボールスイッチを用いて，

Scratch プログラムを動かす方法を考えられる。 
 
5.自分の作成したプログラムの工夫点をワークシ
ートにまとめる。 

 
 
 
3.電子黒板で実演を見せる。 
 
4.基本的にはあまり細かな指示や助言はせ
ず，生徒自身が作ってきたプログラムをさ
らに生徒自身が改良できるようにサポー
トする。また，わからない生徒にすぐに先
生が助言をするのではなく，周りの生徒と
話し会うよう助言をする。出来上がったプ
ログラムは電子黒板を用いて紹介する。 

 
 
・評価の場面 【技能】【工夫・創造】 
・生徒の作成したプログラム 
・ワークシート 

（
10

分
） 

6.本時の授業を通して，学んだことと，
生活の中で活用できる点についてワ
ークシートにまとめさせる。 

6.本時の授業を通して学んだことと，生活の中で活
用できる点について考える。 

 
◎一見複雑そうな課題でも，1 つ 1 つ順序立てて処
理をしていくことで，解決することができ，この
考え方は技術分野の授業以外でも，課題を解決す
る場面で活用することができるであろう。 

 
◎木材加工などでは，製作途中で誤りに気付いたと
きには修正に時間と労力がかかるが，プログラミ
ングでは間違いを恐れずやり直しながら試せる。 

○外部の器機を制御できるプログラム技術は身近
な生活の中でも，役立てることができそうだ。 

6.LED を点灯させるためのプログラムのア
ルゴリズムを他の場面で生かすことがで
きないか，という点について考えられるよ
う促す。 

 
・評価の場面【工夫・創造】 
・ワークシート 
 
 

 

Scratch で LED を点灯させる手順をプログラミングしよう 

【展開場面のここがポイント】 
・プログラミングのきっかけがつかめない生徒は，近くの生徒と話をしたくなるが，その点はあまり制限せず，他の生徒のアイデアからヒ
ントを得て自分の作品に生かすことを推奨する。 

・技能的に分からない点がある場合は，教員側からすぐに答えを示すのではなく，他の生徒からの意見を参考にし，失敗しても何度もやり
直すことができるのがプログラミングであり，試行錯誤を繰り返すことの大切さを伝える。 

評価規準 
A・・・Scratch プログラミングを通して，LED を点灯させるためのアルゴリズムを複数考えるこ

とができ，それに基づいたプログラムを作成することができる。 
B・・・Scratch プログラミングを通して，LED を点灯させるためのアルゴリズムを考えることが

でき，それに基づいたプログラムを作成することができる。 
C と判断した生徒への手立て・・・具体的に使用するプログラムと，できている生徒のプログラム

を紹介しながら理解させる。また前時までの関連している内容をもう一度確認させる。 

授業の目標：Scratch プログラミングでトライアンドエラーを通して，LED を点灯させるアルゴリ
ズムを工夫し作成することができる。（技能）（工夫・創造） 

授業の概要 

全体指導計画（全体 13 時間計画） 

1. アルゴリズムとプログラミング ................................................................. （2 時間） 

2. 相手に指示をする（順次処理と繰り返し）・操作方法 1（BASIC 編） ................ （2 時間） 

3. 相手に指示をする（条件分岐）・操作方法 2（BASIC 編） .............................. （1 時間） 

4. 相手に指示をする（Scratch 編） .............................................................. （2 時間） 

5. 友達のプログラムを参考にして，さらに工夫しよう ....................................... （1 時間） 

6. LED を制御しよう .................................................................................. （1 時間） 

7. プログラミングを利用して LED を制御しよう【本時 2/2】 ............................. （2 時間） 

8. 身の回りで問題解決してみよう ................................................................. （2 時間） 

【まとめ場面のここがポイント】 
 
・本時で身に付けたプログラミング
の手順を振り返らせるだけでな
く，それらの技術を一般化したと
きに生活のどんな場面で生かすこ
とができるのか，またこれから生
かすことができるのかについて考
えさせる。 

 

【導入場面のここがポイント】 
・プログラミングという言葉を使うのではなく，生活の身近な
ところで役立っている技術であるということを意識させる。 
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生徒の作品例 

どのようなプログラムか 
 基本的には，ネコが自動でネズミを追いかけ，ネズミはユーザがマウスで操作し，ネコに捕

まらないように逃げる。 

 Raspberry Pi の信号入出力端子 GPIO からブレッドボードに接続することで，Scratch のプ

ログラム上から LED を制御することができる。 

 下の図のようにネコがネズミにある一定の距離で近づくと，LED が点滅し，危険が迫ってい

ることを知らせてくれる。 

 ネズミがネコに捕まると，LED が点灯する。 

 
自動的にネズミ
を追いかける 

 

ユーザは，マウスで
ネズミを操作する。 

ネコがネズミに近づくと 

LED が点滅する 

ネコがネズミに接触すると 

LED が点灯する 

どのように動くか 
 
～基本の動き～ 
①ネコがネズミを追いかける（注：

スプライト１とはネズミのこと）。
画面端で跳ね返るプログラムを
追加し，自動でネズミの方へ向
くようにする。 
 

②コスチュームでは，ネコが走っ
ているように見せるため，2 つの
イラスト（コスチューム）を入
れ替えるプログラムにする。 
 

③ネズミはユーザのマウスポイン
タに合わせて移動する。 
 

④ネズミがネコに触れたら動きを
停止する。 

 
 
～LED の制御～ 
⑤ ネコがネズミにある一定の距離

に近づくと，LED が点滅する。
pin11 とは Raspberry Piの信号
入出力端子 GPIO のピン番号で
あり，high であれば電圧がかか
る。low であれば電圧がかからな
い。 
これを 0.1 秒おきに繰り返すこ
とで LED が点滅する。 
 

⑥ ネズミがネコに触れたら，LED
が光り続ける。high を送ること
で，LED は光り続ける。 
ただし，再びプログラムを動か
した際に，一度 LED が消える必
要があるため，low を送るブロッ
クを最後に付け加えておく。 

      ① 

      ⑥ 

② 

           ③ 

           ④ 

           ④ 
⑦ 
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生徒の変容 
 コンピュータが苦手な生徒は開始当初はモチベーションが低かったが，他の生徒のプログラ

ムを参考にすることで，自分からプログラムを改良するなどの工夫をする姿が見られた。 

 生徒同士で協力して一緒に考える場面が多く見られるようになった。また，アイデアのきっ
かけを得ると，教員側からの指導がなくても自然とクラス全体が集中して取り組む雰囲気が
生まれた。 

 コンピュータ上でのプログラミングや電子部品の制御の経験を通して，これまでブラックボ
ックス化されていた，身近な生活の中での仕組みにも興味や関心が湧くようになった。 

 

生徒の感想 
 Basic プログラムは構想通り動きをしたときに達成感があり，Scratch は予想外の動きをした

ときが楽しかった。 

 誰でも簡単にプログラミングができて感動しました。特に音声や音も簡単に取り込むことが
でき，プログラミングできることに驚きました。 

 これからは既製品を買うだけでなく，個人のニーズにあったものを，自分自身でつくること
も可能なのではないかと感じた。 

 

 

題材のおすすめポイントと留意点 
 Scratch という言語（ブラウザ上での開発も可）を利用することで，アルゴリズムに触れる

ということが短時間で可能となる。また，Basic も合わせて学習することで実際のプログラ
ムの構築方法についても知ることができる。さらに Raspberry Pi とブレッドボードを組み合
わせることで，プログラミングと連携した制御学習を比較的安価に行うことができる。 

 

指導方法のおすすめポイントと留意点 
 実際に授業を行ってみて，指導者側として十分な知識が無いことが不安であったが，生徒に

正解を教えるのではなく，生徒と一緒に考えるという関わりを持つことで，授業全体に「工
夫する」風土ができてきた。 

 教員側から課題に対してのプログラミングの例を示すが，必ずしも正解は 1 つではなく，さ
まざまな手段（プログラミング）で課題を解決できることを大切にさせる。また，それらを
お互いに比較・評価させることも重要である。 

 間違えることを避けたいという生徒の心理があるので，試行錯誤しながら目的の動作をさせ
ることに慣れさせるように配慮した。また，その際生徒同士の意見交換を大切にし，お互い
に教え合える環境を作ることも大切である。 

 

その他 
 Scratch でのプログラミングから， Raspberry Pi の信号入出力端子 GPIO を用いた実際の

電子部品の制御への移行は十分に注意させたい。つなぎ方を誤ると Raspberry Pi 自体が機器
的に故障する可能性がある。コンピュータ上でのプログラミングの感覚で軽い気持ちで取り
扱わないよう注意させたい。この点は内容 B エネルギー変換での既習事項と関連させること
ができる。 

 

参考 

 阿部和広・石原淳也・塩野禎隆：Raspberry Pi ではじめるどきどきプログラミング，日経

BP マーケティング (2014) 

生徒の変容や生徒の感想より 

この授業のお勧めポイントと実施上の留意点 
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車型ロボを制御して課題コースをクリアしよう 
 東京都武蔵野市立第二中学校，授業者：佐藤 智巳  

校種：中学校， 実施教科：技術・家庭科（技術分野） 

実施単元：計測と制御に関する技術（内容 D）， 実施学年：3 年生 

 

教室の設備・環境 

使用したプログラミング言語や実行環境 

 制御学習プロロボ USB プラス（N8170）。 

 プロロボ USB プラスエディタ（プログラミングソフトウェア ver.2.60）。 

授業の様子 

 実施場所：コンピュータ室 

 デスクトップパソコン（Windows Vista）40 台を使用。 

 生徒は個々のユーザ ID とパスワードでログインしており，ファイルサーバを通して情報共有

が可能。 

 制御を行う教材としてプロロボを 2 人に 1 台，計 20 台準備。予備 2 台。 

 動作実験はそれぞれで行うが，模範例を見せたり，教員がチェックしたりするためのコース

を 1 か所設置。 

 トラブル対策として，プロロボの予備や予備電池，修理工具（ドライバ，半田ごて，ラジオ

ペンチ等）を準備。 

２人で１台のプロロボを使わ
せることで，お互いに使い方
を相談し合うことや相互評価
を通して，言語活動の充実を
図ることができる。 
 

コンピュータ室の前方などに全員で見ることができ

るコースを設置し，模範的なプログラムや工夫の凝

らされたプログラムを見合う。 

プログラミングの前に，目的
の位置までの距離や角度な
どの情報収集を行う。 

プログラムの入力は，ほぼマ
ウス操作のみで行うことがで
き，直感的な操作が可能。 

ワークシートは，実験過程の
記録が取りやすくなるよう
に，必要最低限の記録に厳選
する。 
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指導過程：（5. 課題コースをクリアするプログラムを考えよう） 
 教員の働きかけ 予想される生徒の反応 指導上の留意点 

（
5

分
） 

1.前時のコースに障害物を設置し，どの
ようなプログラムを作成すれば良い
か問う。 

1.課題を達成するプログラムを考える。 
◎障害物を回りこんで回避したり，ぶつかっても方
向転換したりするような順序処理型プログラム
を作成すれば良い。 

1.課題を達成するためのフローチャートを
イメージさせるために，スクリーンに空欄
のフローチャートを表示し，基本的なプロ
グラムの構成を理解させる。 

（
35

分
） 

2.本時の課題を提示する。 
 
 
 
3.課題コースの特徴を調べ，得た情報を
ワークシートに記録させる。 

 
4.情報をもとに，フローチャートを作成
させる。 

 
 
 
5.フローチャートを入力し，実験・改善
を行わせる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.作成したプログラムについて，改善点
や工夫点をワークシートにまとめさ
せる。 

 

2.本時の課題を知る。 
 
 
 
3.課題コースを実際に見て，距離や角度を測り，得
た情報をワークシートに記録する。 

 
4.情報をもとに，フローチャートを作成する。 
◎１秒当たりにどのくらい進むのかを予備調査し，
それをもとにフローチャートを考えることがで
きる。 

 
5.コンピュータ上のソフトウェアを利用して，フロ
ーチャートを入力し，実験・改善を行う。 

○前時と同様の方法でプログラムを転送し，実験を
行うことができる。 

◎実験・改善を繰り返し，課題を達成するプログラ
ムを作成することができる。 

◎発展課題として，課題コースを効率よく達成（①
最短距離で課題を達成，②少ないフローチャート
で課題を達成）できるプログラムに改善できる。 

 
6.作成したプログラムについて，工夫点や改善点を
ワークシートにまとめる。 

 
 
 
 
 
 
 
4.配布されたロボ教材によって進む速度が
若干違うため，実験前の調査を確実に行わ
せる。 

 
 
・評価の場面【技能】【工夫・創造】 
・生徒の作成したプログラム 
・ワークシート 

（
10

分
） 

7.本時の授業についての自己評価と学
んだことをワークシートにまとめさ
せる。 

7.本時の授業についての自己評価と学んだことを
ワークシートにまとめる。 

 
○順序処理型のプログラムの作り方や考え方が分
かったので，次にプログラムを作るときに生かし
ていきたい。 

◎何も考えずプログラムを作成するのではなく，事
前の調査があり，それをもとに実験をし，期待す
る結果が得られるまで改善を繰り返していくこ
とが大切であることに気づいた。 

◎難しいと感じていたプログラムの作成だが，作成
する手順を理解し，1 つ 1 つ丁寧に作業を進めて
いくことで，課題を達成できることに気づいた。 

7.どのような手順で順序処理型のプログラ
ムを製作したのかを確認し，何を学び，ど
のように生活に生かせるのかを振り返ら
せる。 

 
・評価の場面【工夫・創造】 
・ワークシート 

 

評価規準 
A・・・コースの距離や形状から情報を取得し，課題コースを効率よくクリアできるプログラムと

なるように工夫・改善することができる。 
B・・・コースの距離や形状から情報を取得し，課題コースをクリアできるプログラムを作成する

ことができる。 
C と判断した生徒への手立て・・・作業時間はペアで学習を進め，相手の生徒と意見交換する場面

を意図的に設ける。また，課題を達成した生徒がいれば適宜紹介する。 

授業の目標：課題コースをクリアするプログラムの作成を通して，コースの情報収集や実験結果か
ら精度の高いプログラムになるように改善することができる。（技能・工夫） 

授業の概要 

全体指導計画（全体 9時間計画） 

1. 身の回りで計測と制御をしているものを調べよう ································ （1 時間） 

2. プログラミングとフローチャート ···················································· （2 時間） 

3. 順序処理型プログラム（自律制御ロボ 2） ········································· （2 時間） 

4. 条件分岐型プログラム（自律制御ロボ 2） ········································· （1 時間） 

5. 課題コースをクリアするプログラムを考えよう【本時】 ······················· （1 時間） 

6. 生活に役立つプログラムを考えてみよう ··········································· （2 時間） 

【展開場面のここがポイント】 
・やみくもにプログラムを作るのではなく，
調査をしっかり行った上で丁寧に作業を
していくように促す。 

・課題をすぐに達成した生徒にも，発展課
題を与えることで，より良いものを作り
上げる楽しさを感じさせる。 

・プログラムの工夫・改善作業において，
頭の中で考えていたことを文章で表現し
やすいように，まとめの作業では，書き
方の雛型を示す。 

【まとめ場面のここがポイント】 
・振り返りは，授業内容に関してだけで
はなく，今後の生活にどう生かせるか
という視点でも考えさせる。 

・本時で苦労したところについて考えさ
せ，「情報を集める作業をもっと効率
よくしたい」という考えをもたせてお
くと，次時の「センサによる条件分岐
のプログラムの学習」に繋がる。 

【導入場面のここがポイント】 
・本時の目的は，コースの特徴からプログラムの精度を高めるのがポイントとなるので，どんなフ
ローチャートを作成すれば良いかという点については全員がイメージできるようにする。 

障害物を回避してゴールするプログラムを作成しよう 
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生徒の作品例 

どのようなプログラムか 
 前時までに，時間当たりに進む距離を計算し，前進によって目的の位置まで到達し，止まる

プログラムを作成できるようになっている。本時は，その目的の位置に「コの字」形の障害

物を置き，それを回避しながら到達するようなプログラムを考える。 

 考えたプログラムは，専用のソフトウェアを使い，フローチャートを入力するだけでプロロ

ボを動作させることができる。 

 

         基本コース            プログラムの入力例 

 

どのように動くか 

 
～障害物を回避するプログラム～ 
①障害物まで前進させる。 
②左方向（右でも良い）に旋回（ツイストでも良い）し，③障害物を越えるまで前進させる。 
④右方向（左でも良い）に旋回（ツイストでも良い）し，⑤障害物を越えるまで前進させる。 
⑥右方向（左でも良い）に旋回（ツイストでも良い）し，⑦目的の位置まで前進させ，止める。 
 
 

プロロボの動き           プログラム（フローチャート）例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
～効率のよく目的が達成できるプログラムに工夫・改善する～ 
 課題に対し，以下のような発展的な要素を提示することで，ただクリアするだけのプログラムから，工
夫し，改善を凝らすべき課題へと変えることができる。 
 
①最短コース（最速）で目的の位置に到達するように改良しよう。 
②入力するプログラムを最大限減らし，目的の位置に到達するように改良しよう。 
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生徒の変容 
 パソコン操作やプログラミングに苦手意識をもっていた生徒も，明確な作業手順が分かれば，

得意な生徒と同様に，課題を達成するために一生懸命取り組むことができていた。 
 

 プログラムは難しい英語をたくさん入力するものと生徒は認識していたが，実際にソフトウ
ェアを使うと視覚的で直感的な操作ができ，思い描いたプログラムを簡単に入力することが
できるため，プログラムを身近なものととらえ始めている。 

 

生徒の感想 
 プログラミングには興味があったので，どういう手順でプログラムが設計され，作られてい

くのかが分かり，楽しんで授業が受けられた。 
 

 パソコンが苦手だったのでプログラミングは無理だと思っていたが，ほとんどマウス操作だ
けでできたので，周りに遅れることなくプログラムを作ることができてよかった。 
 

 周りの家電製品がどんなプログラムで動いているのかにも興味がわいた。 

 

 

 

題材のおすすめポイントと留意点 
 フローチャートを入力するだけでプログラムを作成することができるため，特定のプログラ

ミング言語を覚える必要はない。 
 プログラミングソフトウェアは，視覚的，直感的な操作ができるため，生徒は思い描いたフ

ローチャートを入力することができる。 
 スタートとゴールさえ設定すれば，課題コースは簡単に作れ，発展課題への応用がきく。 
 「ゴールに到着すればクリア」という明確な目標は，全ての生徒にとって授業に対する意欲

につながる。 
 実験を行うロボ教材によって，スピードや直進の精度に違いがあるため，毎回同じものを使

わせる工夫や，替えの電池を常に準備しておく必要がある。 
 

指導方法のおすすめポイントと留意点 
 課題を達成できたプログラムや，発展的な課題を達成できたプログラムは，全員が見ること

ができる場所で模範演技をさせることで，課題達成者に充実感を与え，見ている生徒の改善
意欲を向上させることにもつながる。 
 

 ワークシートは，「課題コースやロボに関する情報」，「課題に対するフローチャート」，
「工夫・改善したこと」「自己評価・感想」の 4 点について記入させる。どんな手順で，何
をすれば良いのかが明確なワークシートが理想である。また，課題を達成するまでの過程が
記録として残りにくいため，課題クリアまでに実験した回数を記録するなどの工夫があって
も良い。 
 

 2 人で 1 台のプロロボを使用させることで，ペアで互いに評価し合うことができ，言語活動
の充実も図ることができる。 

 

その他 
 本校では，プロロボは共用させるため，準備や実験，片付けのときに破損させないように呼

びかけを行う。 

生徒の変容や生徒の感想より 

この授業のお勧めポイントと実施上の留意点 
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ペアで取り組む交差点の信号機プログラミング 
広島大学附属東雲中学校，授業者：堤 健人  

校種：中学校， 実施教科：技術・家庭科（技術分野） 

実施単元：内容Ｄ（プログラムによる計測・制御）， 実施学年：3年生 

教室の設備・環境 

使用したプログラミング言語や実行環境 

 プログラミング言語：Ｃ言語 

 エディタ：TeraPad（Ver 1.09）は無料で使用できるので，ダウンロードしてインストール。

（http://www5f.biglobe.ne.jp/~t-susumu/） 

 Ｃコンパイラ：MPLAB C Compiler for PIC18（MPLAB C for PIC18 v3.47 in LITE mode）は

無料で使用できるので，ダウンロードしてインストール。（http://www.microchip.com/） 

 書き込みソフトウェア：PICkit 2 Software（for Windows v2.61）も同上。 

授業の様子 

 実施場所：コンピュータ室 

 コンピュータ室はインターネットに接続されたデスクトップパソコンが 40台あり，Core i5

のWindows7マシン。生徒は各コンピュータに割り当てられたユーザ IDとパスワードでロ

グインして使用。 

 使用するマイコンである PICは 1人 1台配布する。PICに自作プログラムを書き込む PICラ

イタと，回路製作済みのブレッドボードは 2人に 1台ずつ貸し出し。 

 生徒は個人の USBメモリを所有しており，作成したプログラムは各自が USBメモリに保存。 

 

 

  

ペアで課題設定から行うため，

出来上がりは，全員が異なる。

自分たちで作成したフローチ

ャートをもとに，プログラミン

グをする。 

プログラミングに必要な知識

や技能は教えるが，個人の試行

錯誤と生徒同士の練り上げに

よって，学習内容が深まってい

く。 

左上の写真が，教材となる交差

点の信号機を模した回路であ

る。紙をとると，右下の写真の

ように配線が見える。ペアの 1

人が左右の信号を担当し，もう

1人が上下の信号を担当する。

それぞれが，回路下方の PICに

自作のプログラムを書き込み，

LEDを点消灯させることで，交

差点として動作させる。 

 

  

回路や PICライタは生徒が迷

いなく使用できるようテープ

やしるしを付けた。 

授業では電子黒板を，アルゴリ

ズムの比較・分類や，視覚的な

支援に活用した。 

上下の信号 

制御用 PIC 

左右の信号 

制御用 PIC 
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指導過程：(8. 分岐構造や反復構造でプログラムを改良してみよう【本時 1/3】) 
 教員の働きかけ 予想される生徒の反応 指導上の留意点 

（
10

分
） 

1.洗濯機の洗濯中の動作は，フローチャ
ートでどのように表せるか問う。 

 
 
 
 

1.順次構造だけで表せるが，分岐構造や反復構造を
使うことで，全体を短くすることができるだけで
なく，後で見返したときにわかりやすいプログラ
ムになることに気付く。 

 
 
 

1.分岐構造や反復構造を使う意見がでない
場合は，「モータを右回転」と「モータを
左回転」をいくつか板書した時点で，再度
考えさせる。 

 

（
35

分
） 

2.本時のめあてを確認させる。 
 
 
 
3.５時間目に作成した順次構造のみの
プログラムを確認させ，分岐構造や反
復構造で改良できるところを個人で
確認し，ペアで交流させる。 

 
4.if文や while文を用いて，デバッグや
修正がしやすいようにプログラムを
改良させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.プログラムが作成できた生徒から，

PICに書き込ませ，目的とする動作を
実現できているか確認させる。 

 

2.本時の課題と到達点を確認する。 
 
 
 
3.前時までの学習内容（分岐と反復の使い分けや，
条件式のかき方）をワークシートで確認する。ま
た，使用する変数の数や変数名についても予め考
える。 

 
4.自身の USB メモリからプログラミングに必要な
ファイルをコンピュータのデスクトップにコピ
ーして編集する。デバッグを繰り返しながら，ペ
アで協力して，プログラムを改良する。 

〈予想されるミス〉 
・構文や，宣言した変数とプログラム途中の変
数名を間違える入力ミス。 

・途中の処理があったことを忘れ，変数の値が
「０」であると勘違いすることによる，目的
の動作と現実の動作のズレ。 

・カウントアップしている変数と条件式の変数
を間違えることによる永久ループ。など 

 
5.PICライタを使い，PICに自作プログラムを書き
込む。書き込めたら PICを回路にセットし，タイ
ムチャートどおりに LEDが変化するか確認する。 

 

 
 
 
 
3.比較演算子や「＝」の数学との違いは再度
確認させておく。 

 
 
 
4.机間指導の中で，共通のエラーで悩む生徒
が過半数いた場合，早く修正できた生徒に
電子黒板やプロジェクタを使わせ，エラー
の理由とどのような思考過程でエラーの
原因を発見できたかを発表させる。 

 
・評価の場面【創意・工夫】，【技能】 
生徒の作成したプログラム 

 
 
 
 
 
5.PICライタへの PICのセットは，PICの上
下を間違えると，PICが破損する場合があ
るので，ペアで確認し合いながら慎重に作
業させる。 

 
 

（
5

分
） 

6.本時で自身が何を課題とし，どのよう
に改良しようとしたかをワークシー
トにまとめさせる。 

6.本時の自身の活動を振り返り，作業と思考過程を
ワークシートにまとめる。 

 

 

評価規準 
A・・・if文や while文を用いて，デバッグや修正がしやすいよう変数や条件を工夫したプログラム

を記述し，タイムチャートで表現したとおりの信号機の色の変化を実現できている。 
B・・・if文やwhile文を用いて，タイムチャートで表現したとおりの信号機の色の変化を実現でき

ている。 
C と判断した生徒への手立て・・・まず，タイムチャートやフローチャートと実際の動作を確認さ

せ，ズレがある部分を気付かせる。次に，変数の値の変化を表にまとめさせたり，PICの命
令を再確認させたりすることで，デバッグのスキルを習得させる。 

授業の目標：if文や while文を用いて，プログラムを改良することができる。(工夫・創造)(技能) 

授業の概要 

全体指導計画（全体 11 時間計画） 

1. 身の回りの計測・制御システムを調査しよう ····································· （2時間） 

2. 信号機の変化をタイムチャートで表現しよう ····································· （1時間） 

3. タイムチャートをフローチャートで表現しよう ··································· （1時間） 

4. PICを動かしてみよう ·································································· （1時間） 

5. 信号機の変化を順次構造でプログラミングしよう ································ （1時間） 

6. プログラミングで変数を使ってみよう ·············································· （1時間） 

7. C言語で分岐構造と反復構造を表してみよう ······································ （1時間） 

8. 分岐構造や反復構造でプログラムを改良してみよう【本時 1/3】 ··········· （3時間） 

分岐構造や反復構造を使い，修正しやすいプログラムに改良しよう 

【導入場面のここがポイント】 
・本時のめあてに関わって身近な計測・制御システムを例に投げかけることで，学習内容と課題を
クリアして成長した自身のイメージをもたせることで，学習への意欲を喚起させる。 

【展開場面のここがポイント】 
・プログラミングの場面では，エラーの理由に気付けるかがポイントになる。デバッグは根気が必要になる場合が多く，
個人での作業では投げやりになりやすいので，ペアや小集団をうまく活用し，ともに高め合う雰囲気づくりが大切。 

【まとめ場面のここがポイント】 
・３学年は授業時数の関係上，次の授業までが空きやすい。
本時のエラーとその対処や思考過程を次時につなげる
ワークシート等の工夫があると良い。 
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生徒の作品例 

どのようなプログラムか 
 下のタイムチャートの上段のように，はじめに青色の LEDを点灯させて８秒間待機し，次に

黄色の LEDを点灯させ２秒間待機し，最後に赤色の LEDを点灯させ 11秒間待機するプロ

グラム。 

 LEDの点灯と消灯には，「LATB=00000xxx;」という命令を使う。本題材の回路では，左

の xが青色に，真ん中の xが黄色に，右の xが赤色に対応しており，xを 1とすると対応し

た LEDが点灯し，0とすると LEDは消灯できる。 

 「wait1s();」はコンピュータの動作を 1秒止める自作関数である。 

 

どのように動くか 
 

【順次構造のみ】 

 

【プログラムの説明】 

 

0. 変数の宣言 

 

1. 青色の LEDの点灯 

 

2. 8秒間待機 

 

3. 黄色の LEDの点灯 

 

4. 2秒間待機 

 

5. 赤色の LEDの点灯 

 

6. 11秒間待機 

 

 

 

【分岐・反復構造あり】 

 

 

 

プログラム実行後，およそ 9秒後の状態。 

左右の信号が黄色，上下の信号が赤色となっ

ている。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

while(条件式){  } 

を使えば，条件を満たして

いる間，{  }の中の処理

を繰り返し実行（反復）さ

せることができる。 

→繰り返す回数が一目で

わかり，修正も容易。 
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生徒の変容 
 はじめは，コンパイルでエラーがでることを嫌ったが，課題が複雑になりプログラムが複雑

になるにつれ，一発でプログラムを完成させるよりも，デバッグを楽しむことができるよう
になっていった。これに伴い，授業中の発表では間違えることを恐れず意見を出したり，他
の生徒の間違いやミスを受け入れたりする姿勢が育まれた。 

 
 大きな課題に対して，自分たちで小さな課題に分割し，効率よく解決できるようになってい

った。また，他の授業の課題や行事計画をフローチャートなどで表現できていた。 

 

生徒の感想 
 プログラミングを通して，（長くて面倒な）物事を簡略化するように考えることができるよ

うになった。 
 

 ペアで作業に取り組むので，自分ができなかったらというプレッシャーもあったが，互いに
意見を出し合い助け合えたので，1人での作業よりも学ぶことが多かったと思う。 

 
 何度もデバッグして，2人のプログラムがうまくかみあって LEDを制御したときは，とても

達成感があった。 

 

 

題材のおすすめポイントと留意点 
 コンピュータは，0と 1で周辺装置の動作をコントロールしていることを体験的に学習でき

る。 
 

 誰もが目にする生活に密着した題材であり，安心・安全な生活の基盤となるシステムを扱う
ため，ものづくりにおける倫理観の育成にも効果的である。 
 

 信号機の色の変化を，中学生にとって考えやすい時系列（タイムチャート）で表現した後，
プログラミングしやすいよう処理での表現（フローチャート）に書き換え，プログラムを書
くことで，状況や目的に応じた思考の整理ツールの扱いを学習できる。 
 

指導方法のおすすめポイントと留意点 
 生徒自身で病院や幼稚園などの制約を付け加えることができるように，提示する交差点の周

辺図を工夫してやることで，より安心・安全な社会の構築に向けて，生徒たちに課題設定か
ら工夫させることができる。 
 

 交差点の上下と左右の信号機をペアでそれぞれ担当させることで，自然に助け合う様子がよ
く見られる。また，他の内容より自らの失敗を共有し合うことへの抵抗が，極端に少ないと
感じられ，これは何度も修正が可能なプログラミングならではの光景だと思われる。 

 

その他 
 PICライタで PICに自作プログラムを書き込むときに，PICの上下を逆にして破損させる場

合がある。修正テープやマスキングテープ等で印をつけることで，必要のない失敗を回避す
ることができる。 

 

参考 
 後閑哲也：改訂版 電子工作のための PIC18F本格活用ガイド，技術評論社（2008） 

生徒の変容や生徒の感想より 

この授業のお勧めポイントと実施上の留意点 

プログラミングの授業を通して，児童・生徒が見せた変化（行
動や考え方など）をお書きください。 

児童・生徒の実際に書いた感想があれば，その中から印象的
なものを選んでお書きください。もし残っていなければ，先生の
記憶から書いていただいて構いません。記述ではなくて，児
童・生徒が口頭で話していたことでも構いません。 

ここでは，プログラミング指導に不安がある先生にとって，安
心できることや，プログラミングの授業ならではの成果や，や
ってみて良かったことなども，項目に沿って書いていただけ
るとありがたいです。 
 
記述の項目は， 
①題材（取り上げるプログラミング言語，作成する課題等）の
おすすめポイントと留意点 
②指導方法のおすすめポイントと留意点 
③その他・参考 
としてください。 
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ディスプレイに映した写真を見な
がら間違うことなく部品配置がで
きるようにと資料を工夫した。 

プログラムの意味を考えながら打
たせるために，コピー＆ペーストが
できない資料作りをした。 

実行やプログラム改良時には生徒
同士教え合ったり，意見を出し合っ
たりするように促した。 

C言語と電子工作・センシングの基礎学習 
宮城県仙台第三高等学校，授業者：菅井 道子  

校種：高等学校， 実施教科：SSH情報（学校設定科目） 

実施単元：コンピュータの活用， 実施学年：理数科２年生 

教室の設備・環境 

使用したプログラミング言語や実行環境 

 C言語(Borland C++ Compiler 5.5) … フリーソフト 

【ダウンロード元】 http://www.embarcadero.com/jp/products/cbuilder/free-compiler 

 GrWin グラフィクス・ライブラリ Version 1.1.0  … フリーソフト 

【ダウンロード元】 http://spdg1.sci.shizuoka.ac.jp/grwinlib/ 

 Cpad for Borland C++ Compiler Version 2.3.1 … 送金義務のないシェアウェア 

【ダウンロード元】 http://hp.vector.co.jp/authors/VA017148/ 

 Arduino IDE 1.0.5-r2 … フリーソフト 

【ダウンロード元】 http://arduino.cc/en/main/software 

 いずれも事前にダウンロードし，各 PCにインストールして使用。 

 

授業の様子 

 実施場所：コンピュータ室 

 46台のデスクトップパソコンがあり，CPUは Core i3で 3.3GHz，メモリは 4GB搭載，デ

ィスプレイは 17インチ，OSはWindows7（32bit版）。 

 コンピュータ室には有線 LANが整備されており，生徒は各自のアカウントを使って授業用サ

ーバにログインして使用。 

 各 PCに個人のファイルやプログラムなどを格納することはできないが，授業用サーバ上の生

徒個人のフォルダは自由に使用可能。 

 授業用サーバ上の 2つの共有フォルダを仮想ドライブとして提供している。1つは，教員が

指示ファイルや資料を入れておく「共通」フォルダであり，もう 1つは，生徒がファイルな

どを共有するための「生徒用」フォルダ。 

 e-learningシステム Moodle Version2を授業用サーバ上で稼働させ，課題の提出をするよう

指示。 

【参考】https://docs.moodle.org/2x/ja/ 

 マイコン制御には Arduino Uno R3を使用。ブレッドボードや電子部品がセットになってい

る「Arduinoをはじめようキット」のほかに，温度センサ「LM35DZ」を用意。４人に１セ

ットを配分。 

【参考】https://www.switch-science.com/catalog/181/ 

 コンピュータ室にはプロジェクタと 100インチのスクリーンが 2組あり，課題の指示や配線

の説明時に使用。 

36 



指導過程：（7. 電子工作・センシングの基礎（温度センサによる室温測定）【本時 1/2】） 
 教員の働きかけ 予想される生徒の反応 指導上の留意点 

（
5

分
） 

1.前時の CdSセル（光センサ）による
LED制御についての確認をし，自分た
ちの課題研究にマイコンと何らかの
センサを生かせる可能性があること
を示唆する。 

1.自分たちの課題研究に生かせるセンサはないか
考え始める。 

◎マイコン＋センサ＋スケッチ（=プログラム）を
課題研究に役立たせる。 

1.前時のうちにセンサの種類を提示し，自分
たちの課題研究との関連を考える時間を
確保する（考えてくるだけの宿題を課す）。 

（
35

分
） 

2.実習中の注意事項を確認させる。 
 
3.本時で使用する温度センサについて
説明する。 

 
4.本時の課題を提示する。 
 
 
 
5.ブレッドボードの配線写真，およびス
ケッチ（=プログラム）を提示し，作
業順序を確認させる。 

 
6. スケッチ（=プログラム）の説明をす
る。 

 
 
 
 
 
 
7.作業を開始させる。 
 

2.実習中の注意事項を確認する。 
 
3.温度センサについての知識を得る。 
 
 
4.本時の課題を知る。 
 
 
 
5.作業順序を確認する。 
 
 
 
6. スケッチ（=プログラム）の説明を聞き，どの
部分でどのような制御をしているのかを理解す
る。 

◎どの部分でどのような制御をしているのかを把
握しておくことにより，スケッチ（=プログラム）
の修正ができるようになり，自分の考えにより制
御ができるようになる。 

 
7.前時までの実習を踏まえた上で，ブレッドボード
への電子部品の配置，Arduinoとの接続，スケッ
チ（=プログラム）の入力と実行ができる。 

 

2～6.プロジェクタで図や写真入りの説明
PPTスライドを表示しながら説明する。 

 ※PPT：PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
10

分
） 

8.本時の実習の考察と，身の回りでセン
シングを生かせそうな場面について
のアイデアをメモ帳に入力させ，
Moodleで提出させる。 

8.本時の実習で得た結果から考察をし，身の回りで
センシングを生かせそうな場面を考える。 

◎自分たちの課題研究に生かすことをまず考え，そ
れを実行に移すにはどうしたら良いかを次に考
える。 

◎社会ですでに活用されている場面や，新たに活用
できそうな場面を考えることができる。 

8.自分たちの課題研究で生かすことを第一
に考えさせ，それができそうにない場合に
社会で活用できる場面がないかを考える
ように促す。 

 

評価規準 
A・・・温度センサによる室温測定において様々な視点から考察を述べることができ，それをもと

に自分の課題研究で使えそうなセンシング技術を提案することができる。 
B・・・温度センサによる室温測定で得た結果を考察として述べることができ，一般によく知られ

ているセンシング技術についてまとめることができる。 
C と判断した生徒への手立て・・・課外での個別指導により，演習手順および使用するプログラム

を再提示・説明し，理解度を確認しながら演習を完遂させる。 

授業の目標：計測機器としてのコンピュータについて主体的に探究し，さまざまなセンサについて
の思考を深め，表現する。（関心・意欲・態度）（思考・判断・表現）（技能）（知
識・理解） 

授業の概要 

全体指導計画（全体 8 時間計画） 

1. C言語プログラミング（プログラミング手順） ····································· （１時間） 

2. C言語プログラミング（順次） ························································· （１時間） 

3. C言語プログラミング（選択） ························································· （１時間） 

4. C言語プログラミング（繰り返し） ··················································· （１時間） 

5. 電子工作・センシングの基礎（LEDの制御） ······································· （１時間） 

6. 電子工作・センシングの基礎（ボタンや光センサによる制御） ················· （１時間） 

7. 電子工作・センシングの基礎（温度センサによる室温測定）【本時 1/2】 ·· （２時間） 

【導入場面のここがポイント】 
実際に課題研究で活用するときのことを考え，市販本や Web サイト上に記載さ
れている，入手しやすいセンサを使用した簡単なセンシング事例を挙げる。 

温度を１秒おきに測ってみよう 

【展開場面のここがポイント】 
・提示資料からスケッチ（=プログラム）
をコピー＆ペーストできないように
工夫をし，何をしているコードなの
か説明を反芻しながら入力するよう
に促す。 

・分からないことが生じたときにはす
ぐに誰かに聞くのではなく，まずは
前時までの資料を探すように促す。
質問を受けた場合にも資料を目の前
で探させ，それを読ませた上でこち
らから発問をし，それに答える形で
自ら解決ができるように方向付けを
する。 

【まとめ場面のここがポイント】 
自己の学習履歴管理のため LMS にアイデアを登録させ，学習の振り返りを可能
にしておく。 

宮城県仙台第三高等学校 
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どのようなプログラムか 
 今回は生徒自らが考えて作るのではなく，提示されたプログラムの説明を受け，その説明を

頭の中で反芻しながらプログラムを入力し，実行に移すという流れである。 

 ブレッドボード上に温度センサを配置し，それをジャンパワイヤで Arduinoに接続すること

で，室温を測定することができる。 

 1秒おきに温度センサから出力される電圧値を Arduinoで読み取り，その値を摂氏温度に換

算して PC上で動いている Arduino IDE付属のシリアルモニタに表示する。 

 

生徒の作品例 

どのように動くか 
 下図は生徒に配布したプログラム 

温度センサ シリアルモニタ 

/* 温度計測（0℃～100℃） */ 
 
const int A_0 = 0;  // アナログ入力ピン番号 
float A_val;        // アナログ入力値 
float tempC = 0;  // 摂氏値（℃） 
int cnt = 1;       // 測定回数 
 
void setup() 
{ 
  // シリアル通信速度 
  Serial.begin(9600);   // 9600bpsで送信 
} 
 
void loop() 
{ 
  // ①アナログピンから計測値を取得（0～203） 
  A_val = analogRead( A_0 ); 
   
  // ②摂氏温度に換算 
  tempC = ((5 * A_val) / 1024) * 100; 
   
  // ③シリアルモニタに出力 
  Serial.print(cnt);        // 測定回数 
  Serial.print('\t');        // タブ 
  Serial.println(tempC);     // 温度（摂氏） 
   
  // ④測定回数カウントアップ 
  cnt = cnt + 1; 
   
  // ⑤１秒停止 
  delay(1000); 
} 

 

Arduino IDE Arduino 

ブレッドボード 

【変数宣言】 
温度センサから電圧値が入力される 
ピン番号に合わせて A_0と命名。 
他の変数にも，誰が見ても分かりやすい
命名をする。 

【setup関数】 
プログラムが動き始めたときに 1 度だ
け実行される関数。 
ここでは，PC へ摂氏温度データを送信
する際の速度を指定している。 

【loop関数】 
setup 関数終了後，電源が入っている
間，繰り返す関数。 
ここでは，次の①から⑤を 1セットとし
て繰り返す。 
①温度センサから電圧値を取得する。使
用している温度センサの仕様により，
0～100℃までの測定であれば温度セ
ンサから送られてくる値は0～203で
ある。 

②温度センサの仕様をもとに，摂氏温度
を求めるために計算式を設定。 

③PC に測定回数と摂氏温度を送信し
て，Arduino IDE付属のシリアルモニ
タに表示。 

④測定回数をカウントアップ。 
⑤処理を1000ミリ秒(=1秒)停止する。 

測定回数と室温を表示 
 
通常，室温に急激な変化は生
じないため，生徒は息を吹き
かけたり，冷たい風を送った
りと工夫をして，温度が変化
することを確認する。 
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生徒の変容 
 プログラミングは難しくて自分にはできないものと捉えていた生徒も，回を重ねることによ

り積極的に実習に臨む姿が見られた。 
 最初は提示されたプログラムを入力するだけであったが，指示を出さなくてもプログラムの

改良を試みる生徒も現れた。 
 生徒同士で意見を交換しあったり，教え合ったりする場面も見られ，そこから考察が深まっ

ていった。 
 当初はプログラミングに乗り気でなかった生徒が多かったが，授業を終えた時点で自分たち

の課題研究にプログラミングを取り入れたいと申し出るグループが出始め，この報告書作成
時点では３グループがプログラミングに取り組みたいと意思表明している。 
（※課題研究：学校設定科目「SSH課題研究」におけるグループでの研究活動を指す） 

 

生徒の感想 
 温度を一定時間ごとに自動で計測することが，今回のような部品を用いることで可能である

ということが驚きだった。 
 課題研究ではヤスデの歩行ロボットを作りたいので，加速度センサによって歩く速さを変え

たり，超音波距離センサや赤外線センサによってぶつからないで歩くロボットを作ったりす
るのに役立ちそうだ。 

 

 

題材のおすすめポイントと留意点 
 センシングでのリアルタイム処理やアナログ処理をシンプルに記述できるArduinoを使うこ

とで，電子工作初心者にも理解しやすいという利点がある。 
 理工系大学を目指しているがプログラミングや電子工作は難しそうで自分にはできないと消

極的な姿勢の生徒に，「やってみたら意外とできる」と自信をつけさせることができる。そ
れにより，進路選択の幅が広がることが期待できる。 

 

指導方法のおすすめポイントと留意点 
 プログラムを見て写すだけでも，何を表しているのかが理解できていないとコンパイルエラ

ーを取り除けないため，プログラムの論理構造やアルゴリズム（処理手順）を丁寧に説明す
ることが重要である。 

 プログラミングに興味があるという生徒に対しては，変数名を自分で命名し直してプログラ
ムを入力するように指導する。それにより，生徒の理解度が把握できる。 

 電子部品を扱うのが初めてという生徒がほとんどなので，取り扱いを誤るとショートすると
いうことに留意させるが，誤操作を恐れて手が付けられないという生徒が出ないように，配
線を分かりやすく説明した写真を用いて丁寧な説明を心がける。 

 

その他 
 教員の指示通りに生徒が操作することで完了する実習であるが，指示通りに終えることだけ

で満足しないように，さまざまな発問をして考察を深めさせたり，プログラム改良の行動を
起こさせたりするために，生徒の様子をみながらその都度適切なキューを出せるように心が
けたい。 

 今回は予算上，電子工作キットを 4人に１セットの配分であったので，1人当たりの使用時
間を制限する必要があった。生徒には時間の管理能力も身に付けさせる必要がある。 
 

参考 
 Massimo Banzi 著，船田巧 訳：Arduinoをはじめよう，オライリージャパン（2012） 
 小林茂：Prototyping Lab，オライリージャパン（2010） 
 高本孝頼：みんなの Arduino入門，リックテレコム（2014） 

 

生徒の変容や生徒の感想より 

この授業のお勧めポイントと実施上の留意点 

宮城県仙台第三高等学校 
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タイマーオブジェクトによるオリジナルプログラム製作 

東京大学教育学部附属中等教育学校，授業者：長嶋 秀幸  

校種：中等教育学校（後期課程）， 実施教科：情報 

実施単元：情報の科学（2）問題解決とコンピュータの活用， 実施学年：5年生（高校 2年生） 

教室の設備・環境 

使用したプログラミング言語や実行環境 

 ドリトル，JAVA。 

 本校の生徒用のすべてのパソコンに，ドリトル（http://dolittle.eplang.jp/）と JAVA

（https://java.com/ja/）をインストール済み。 

授業の様子 

 実施場所： OA・視聴覚教室①（パソコン室） 

 パソコン室にはデスクトップパソコン 42台（Windows7 Professional，Core i5）。 

教員用パソコンが 1台あり，教員のパソコン画面を生徒のパソコンのモニタに転送可能。 

 パソコンは生徒用 LANに接続されており，LANはインターネットに接続。生徒は自分のアカ

ウントを使用してログイン。LAN上にはサーバ（Windows Server 2008）があり，サーバ

上に生徒用の個人フォルダ。生徒は，製作したプログラムを個人用フォルダに保存。 

 図書館にはノートパソコンがあり，生徒用 LANに接続。昼休みや放課後に図書館のノートパ

ソコンでプログラムの製作が可能。また，この期間，放課後にパソコン室を生徒に開放し，

プログラムの製作に使えるよう整備済み。 

 過去 5年間の「情報」の授業において生徒が製作したドリトルのオリジナルプログラムをサ

ーバ上の共有フォルダに入れてあり，生徒は自由に閲覧可能。 

   
1人1台のデスクトップパソコン
によりプログラム製作した。プロ
グラムはサーバ上の自分のフォ
ルダに保存しておく。 

毎回の授業でプリントを配付し
た。生徒はプリントをフラットフ
ァイルにとじて，いつでも見られ
るようにしておく。 

生徒が製作したオリジナルにお
いて，5月に学習した。光の三原
色を応用したプログラムも見ら
れた。 

   
プログラムのソースコードには
必ず，著作者情報を記入する。参
考にしたプログラムがあれば必
ず，その著作者名を記入する。 

オリジナルプログラム製作にお
いて，生徒の相互評価を実施し，
評価の高かった作品をパソコン
室の外の壁に掲示して誰でも見
られようにした。 

前年度の生徒が作成したプログ
ラムで画面全体が左にスクロー
ルするしくみを参考にして，自分
のプログラムに応用するなど，ア
イディアの継承が見られた。 
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指導過程：（5. プログラミング・タイマーオブジェクト） 
 教員の働きかけ 予想される生徒の反応 指導上の留意点 

（
10

分
） 

1.ドリトルにおけるタイマーオブジェ
クトについて説明する。 
タイマーオブジェクトは，動作の実行
に遅延を設けたり，一定時間間隔で繰
り返し実行させたりするのに使用す
る。 

1.ドリトルにおけるタイマーオブジェクトの働き
を知る。 

◎カメがアニメーションしていておもしろそう。 
◎タイマーオブジェクトを使えば，ゲームを作れそ
う。 

1.これから作成する例題プログラムを生徒
に見せて，目標を明確にしておく。 
同じ処理を一定時間間隔で繰り返すこと
によりカメが動いているように見えるこ
とに気づかせる。 

（
35

分
） 

 
 
 
2.カメを動かさせる。 
タートルオブジェクトとタイマーオ
ブジェクトを作る。 
タイマーオブジェクトの時間，繰り返
し設定の方法を説明する。 

 
 
3.カメの進む向きを変えるボタンを作
らせる。 
ボタンオブジェクトを作る。 
動作メソッドを定義する。 

 
 
 
4.図形オブジェクトを作り，タイマーオ
ブジェクトを使って回転させる文を
考えさせる。 

 
 
5.カメが四角形に衝突したら跳ね返り，
八角形に衝突したらカメが黄色くな
るよう，ドリトルにおける条件分岐の
文の書き方を説明する。 

 
6.演習問題として以下の2つのプログラ
ムを作らせる。 

○カメを救急車に乗せる 
○カメが壁にぶつからないように通路
を通り抜けるゲーム 

[発展]通路の形を難しくする 

 
 
 
2.タートルオブジェクトとタイマーオブジェクト
の作り方を知る。 

◎時間間隔を短くするとカメの動きが速くなる。 
◎タイマーが実行されるときのカメの歩く長さを
長くしてもカメの動きが速くなる。 

 
 
3.ボタンオブジェクトの作り方を知る。プリントの
動作メソッドの定義の文の空欄の箇所を穴埋め
してプログラムを作る。 

◎ボタンは動作を定義しないと何も実行されない。 
 
 
 
4.図形をタイマーオブジェクトにより回転させる
文を考える。 

◎タイマーオブジェクトを使うと，カメだけでな
く，図形も動かせる。 

 
5.条件分岐の文の書き方を知る。 
 
 
 
 
6.演習問題のプログラム作成に取り組む。 

 
 
 
2.タイマーオブジェクトは画面に表示され
ないことを確認する。 
時間や繰り返しの設定を自由に変えさせ
て，実行結果がどう変わるか注目させる。 
タイマーオブジェクトとボタンオブジェ
クトのメソッド一覧を配付する。 

 
3.まずボタンオブジェクトを作って実行さ
せ，そのままではボタンをクリックして押
すことはできるけれども，カメの動きは変
化しないことに注目させる。 
次に動作メソッドを定義し，カメの動きが
変わることを確認させる。 

 
4.本時までの授業の内容の確認であるので，
つまずいている生徒がいないか机間指導
して確認する。わからない場合はグループ
で話し合うように働きかける。 

 
5.条件分岐のフローチャートを示す。 
プログラムにおける「=」と「==」の働
きの違いを確認する。 

 
 
6.タイマー以外の部分はあらかじめ教員側
で作っておく。例題プログラムを参考にし
て考えさせる。 

（
5

分
） 

7.本時の授業を振り返って，考えたこ
と，感じたこと，気づいたことをプリ
ントにまとめさせる。 

7.本時の授業で学んだことをプリントに記入する。 
◎タイマーオブジェクトを使うと，ゲームが作れそ
う。自分がオリジナルプログラムを作るときに利
用したい。 

◎以前見た先輩たちが作ったゲームがタイマーで
作られていたのがわかった。 

評価の場面 
・プリント【知識・理解】 
・プログラム作成【技能・表現】 

 

評価規準 
A・・・タイマーオブジェクトを利用して演習問題のプログラムを作成できる。 
B・・・プリントの例題のプログラムの穴埋めをして，ドリトルにおいて作成し実行できる。 
C と判断した生徒への手立て・・・例題プログラムの穴埋めにつまずいている生徒には，机間指導

して個別に対応する。 

授業の目標：ドリトルのタイマーオブジェクトとメソッドがわかり，タイマーオブジェクトを利用
したプログラムを作成できる。 

授業の概要 

全体指導計画（全体 12時間計画） 

1. コンピュータを動かすには・ドリトルを使ってみる ······································· （1時間） 

2. プログラミング・タートルオブジェクトと図形オブジェクト ···························· （2時間） 

3. プログラミング・変数と繰り返し処理 ························································ （1時間） 

4. プログラミング・メソッドの定義 ······························································ （1時間） 

5. プログラミング・タイマーオブジェクト【本時】 ·········································· （1時間） 

6. オリジナルプログラムの製作 ···································································· （4時間） 

7. オリジナルプログラムの相互評価 ······························································ （2時間） 

【導入場面のここがポイント】 

・これから作るプログラムをコンピュータゲームなどと関連させて興味を持たせる。 

 

【展開場面のここがポイント】 

・例題プログラムは全員ができるように，生徒の様子を見ながら助言を与える。 

・班の全員が課題をできるように，グループで協力するよう促す。 

 

【まとめ場面のここがポイント】 

・生徒のこれまでの経験と結び付けて考えさ

せる。 

タイマーオブジェクトを使ってカメを動かそう 
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どのようなプログラムか 
 カメ（タートルオブジェクト）が動く。ユーザはプログラム実行画面上の左右ボタンをクリ

ックするか，キーボードの方向キーの左右を押してカメの向きを変えるとカメの進む向きも

変わる。画面上の紫色の四角形と黄色の八角形はそれぞれその場で回転している。カメが四

角形に衝突すると跳ね返る。また，カメが八角形に衝突するとカメが黄色くなる。 

  

 どのように動くか 
① [かめた]という名前のタートルオブジェクトを作る。実行画面の中央にカメが表示される。 

 
② [時計 1]という名前のタイマーオブジェクトを作る。時計 1 オブジェクトのタイマーの実行

間隔は 0.05 秒，実行時間は 20 秒間。時計 1 オブジェクトのタイマーにより，かめたオブ
ジェクトが 2進む。つまり，かめたオブジェクトは，0.05秒間隔で 2ずつ 20秒間動く。タ
イマーオブジェクトは画面には表示されない。 
 

③ [ボタン左][ボタン右]という名前のボタンオブジェクトを作る。実行画面左上からボタンが2
つ表示され，ボタンにはそれぞれ「左」「右」と表示する。4，5 行目にそれぞれ，”LEFT”
と”RIGHT”を入れることにより，プログラムを実行したときにボタンのクリックの代わりと
してキーボードの方向キーを使えるようになる。ボタンをクリックしたときにカメの向きが
10度回転するように，それぞれのボタンオブジェクトの動作メソッドを定義する。 
 

④ [四角]という名前の紫色の四角形の図形オブジェクトと，[八角]という名前の黄色の八角形
の図形オブジェクトを実行画面に表示する。それぞれ中央から（100,100）と（-200 0）の
位置に移動する。 
 

⑤ [時計 2]という名前のタイマーオブジェクトを作る。時計 2 オブジェクトのタイマーの実行
間隔は 0.01 秒，実行時間は 20 秒間。時計 2 オブジェクトのタイマーにより，四角オブジ
ェクトが 10度右回り，八角オブジェクトが 10度左回りに回転する。 

生徒の作品例 

⑥ かめたオブジェクトが衝
突した相手が八角オブジ
ェクトならカメを黄色に
する，それ以外のオブジ
ェクトなら跳ね返るよう
に衝突メソッドを定義す
る。”ayumiYellow.png”
は黄色いカメのアイコン
のファイル名である。こ
の例では，かめたオブジ
ェクトの衝突メソッドを
定義したため条件判断が
必要だが，四角，八角オ
ブジェクトにそれぞれ衝
突メソッドを定義するの
でも良い。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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生徒の変容 

 生徒は授業を受ける前はプログラムでどのようなことができるのか疑問を持っていた。授業

後にアンケートを実施した（回答数 96）。「コンピュータのしくみを理解するのに役に立っ

たと思う」という質問に対して，「とてもそう思う」33%（32人）「そう思う」52%（50

人）であった。生徒はコンピュータにおけるプログラムの役割を実感できた。 

 オリジナルプログラムの製作では，生徒が自分のアイディアを形にするため，ある程度の大

きさのプログラムになる。製作を通して，プログラムを作ることの困難さや，思い通りにで

きたときの達成感を感じた生徒が見られた。 

 

生徒の感想 

 最初はプログラムなんて難しいし作れるかな…とすごく不安だったし，エラーもたくさん出

てうまくいかないことばかりだったけれど，授業ごとに慣れてきて，わかるとプログラムっ

てすごくおもしろいなと思いました。自分でプログラムを作り，うまくいったときは嬉しか

ったです。コンピュータについてより理解が深まりました。 

 プログラム製作を通して，私たちが普段目にするゲームやディジタル機器 1つ 1つは数々の

プログラムがあってできているのだと実感できたと思う。 

 

 

題材のおすすめポイントと留意点 
 ドリトルは日本語によりプログラムを書けるので，プログラミングが初めての生徒でもとっ

つきやすい。カメのアイコンを動かして図形を描けるので，プログラム上での命令と実行結
果の関係を視覚的に理解しやすい。 
 

 ドリトルはフリーソフトであり，また，インストール不要である。生徒がドリトルを自分の
USBメモリに入れておけば，自宅のパソコンでもプログラミングが可能である（ただし，JAVA
がインストールされている必要がある）。そのため，生徒は予習，復習がしやすい。実際，
授業時間内にオリジナルプログラムの製作が終わらない生徒は，自宅でやってくる。 

 

指導方法のおすすめポイントと留意点 
 日本語でプログラミングができると言っても，生徒にとっては簡単ではない。しかし，思っ

ていた通りの実行結果が得られると，生徒は達成感を感じられる。すべての生徒が課題のプ
ログラムを完成させられるよう，机間指導してつまずいている生徒がいないか確認する。ま
た，早くできた生徒ができていない生徒に教えるよう，生徒同士の教え，聞き合う関係を作
るようにする。 
 

 各授業において，生徒に演習問題に取り組ませる。演習問題は基本問題と，応用問題を用意
しておく。基本問題まではすべての生徒ができるようにする。 
 

 プログラムは著作物であることを生徒に理解させる。生徒が作成したオリジナルのプログラ
ムのソースコードには必ず著作者名などの著作権情報を入力させる。他の人のプログラムの
アイディアを参考にした場合は，そのことを必ず明記させる。 

 

参考 
 兼宗進・久野靖： ドリトルで学ぶプログラミング[第 2版], イーテキスト研究所（2011） 
 坂口謙一・長谷川元洋・本多満正・丸山剛史・松村浩幸： 実践情報科教育法, 東京電機大学

出版局（2004） 

生徒の変容や生徒の感想より 

この授業のお勧めポイントと実施上の留意点 
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普通科高校でのWebプログラミング 
愛知県立安城南高等学校，授業者：田中 健（現：愛知県立瀬戸北総合高等学校） 

校種：高等学校（普通科 情報活用コース）， 実施教科：情報 

実施単元：コンピュータによる処理手順の工夫（情報Ｂ），課題研究， 実施学年：2，3年生 

教室の設備・環境 

使用したプログラミング言語や実行環境 

 HTML/CSS，JavaScript。 

 テキストエディタ（生徒はメモ帳を使用。また，有用なプログラミング用エディタとして，

EmEditorを教員機にインストールし授業内で紹介）。 

 Webブラウザ（InternetExplorer 9（2012～13年））。 

授業の様子 

 実施場所：第 2コンピュータ室 

 ごく一般的なコンピュータ室が備える環境と大差なく，Windows搭載教員機 1台，生徒機

40台，Windows Server 2008 R2搭載サーバ，スクリーン，プロジェクタを備えた環境。 

 各生徒には個別ログインアカウントと 1GB程度のファイルサーバ領域を割り振り。 

 3年次のWebプログラミングに関しては他の生徒の制作状況を確認可能。 

 教室管理の問題上，サーバサイドプログラムの使用は不許可。 
 

2012 年から 2013 年にかけてこの授業を実施した高等学校は，授業者の前任校である愛知県立安

城南高等学校であり，当校には普通科でありながら３年間で 14単位（普通教科２単位，専門教科 12

単位）情報の科目を履修する情報活用コースが設定されている。文系科目が多く取り入れられたカリ

キュラムを展開する情報活用コース所属の生徒の進路希望先は，文系国公立大学進学から就職まで多

岐にわたっており，各生徒が獲得することを望む情報活用能力にも差異がある。 

そこで，日常的に目にする Web サイトがどのような仕組みで作られているかということの知識と

理解を，情報活用コースでの学習を修了した生徒が最低限持ち合わせておくべきプログラミングの知

識と捉え，2年次の普通教科科目「情報 B」で HTMLでのマークアップの基礎と JavaScriptによる簡

単な動的処理を学び，３年次の専門教科科目「課題研究」で HTML/CSSと JavaScriptを工夫して組

み合わせ，各自がクラスメートに紹介したいものについての Web サイトを作成し，最後に相互評価

させた。 

本稿では，特に 2年次の「情報 B」での取り組みについて触れる。 

当該校では情報の授業をすべて Team Teachingで行っており，教壇で解説をする教員と机間指導

を行う教員に役割を分けることで，生徒の初期段階でのつまずきを防ぐ効果があり，エラー対応にお

ける授業の中断は比較的少ない。得手とする生徒が他の生徒を教えるという姿も見られる。 

なお，必要なものは教科書・教員作成のハンドアウト・Windows付属のソフトウェアであり，特

殊な機材は一切使用しないため，自宅に持ち帰っての復習も可能である。 

実行結果を周囲の生徒と確認する様子 全体講義の様子 指示に従って配列をつくる様子 
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指導過程：（３. 配列の処理【本時 2/2】） 
 教員の働きかけ 予想される生徒の反応 指導上の留意点 

（
5

分
） 

 
1.日常生活で繰り返し処理と配列処理
が使われる場面にはどのようなもの
があるか考えさせる。 

 
1.日常生活の中から考える。 
○：図書館で本を借りる時の貸出手続 
×：縄跳び（「繰り返し」に着目？） 
→配列の概念を理解するのが難しいようである。 

 
1.コンビニやスーパーでのレジ打ちの場面
を想起させる。 

・買い物カゴに商品が入っている間は 1つず
つカゴから取り出し，バーコードを読み取
って袋へ入れていく 

・全て読み終えたら合計金額を表示させ，客
に知らせる 

という流れを確認させる。 

（
40

分
） 

 
2.本時の課題を提示する。 
 
 
 
 
 
3.これまでに作成したプログラム（基本
構造）をスクリーンに表示しておき，
机間指導を行って生徒作成プログラ
ム中の細かなエラーを発見，排除させ
る。 

 
 
4.完成したプログラムを実行させ，完成
作品を自身のディスクスペースに提
出させる。提出後は未完成者の助言に
当たらせる。 

 
2.本時の課題を提示する。 
 
 
 
 
 
3.教室前方スクリーンに表示したプログラムの基
本構造やハンドアウトを適宜使用し，プログラミ
ングを行う。 

 
 
 
 
4.プログラムを実行し，期待される結果が返ってき
たことを確認の後，提出する。課題完成後は机間
指導の補助を行う。 

 
2.プログラム本体ではなく実行結果を見せ，
最終的に合計金額が返るようになること
が本時の目標であることを示す。 

 
 
 
3.机間指導を行う場合にはすぐに解答を示
すのではなく，「箇所を指摘するにとどめ
る」「周りの生徒のプログラムと見比べさ
せる」など，間違いの深刻度によって指導
を変えると良い。 

 
 

（
5

分
） 

 
5.プログラム作成で困った部分，今後に
活かせそうな気づいた部分について，
テキストエディタに記入し自身のデ
ィスクスペースに提出させる。 

 
5．本時の授業で得たことや感想を簡潔に記入する。 

 

 

評価規準 
A・・・JavaScript を利用した繰り返し処理と配列の処理方法を理解し，自身で創造的に目的のプ

ログラムを作成することができる。 
B・・・JavaScript を利用した繰り返し処理と配列の処理方法を理解し，他の生徒との相談や助言

者からのアドバイスを通じて目的のプログラムを作成することができる。 
C と判断した生徒への手立て・・・前回までの授業内容におけるつまずきの部分を見つけさせる。

また，完成時のプログラムと当該生徒の作成したプログラムを対比させ，どのように処理
が違ってくるのかを理解させる。 

授業の目標：繰り返し処理と配列を利用して，買い物の税込合計金額を返すプログラムを作ること
ができる。 

授業の概要 

全体指導計画（情報 B：全体 6時間計画，課題研究：全体 30時間計画） 

●2年次「情報Ｂ」 

1. マークアップの基礎 ········· （１時間）2. インタプリタ処理の理解と繰り返し処理 ·· （２時間） 

3. 配列の処理【本時 2/2】 ··· （２時間）4. まとめ ············································· （１時間） 

●3年次「課題研究」 

1. 年間計画の提示と２年次の復習（２時間） 2. HTML／CSSの演習 ···················· （10時間） 

3. JavaScriptの演習 ·· （８時間） 4. 課題制作 ···· （８時間） 5. 作品の相互評価 · （２時間） 

配列を使って計算を行い，結果を表示させてみよう 

【まとめ場面のここがポイント】 
今や SNSやテキストメッセージアプリ全盛であるが，構築されたウェブサイトの根幹を成すのがWebプログラミ
ングである。本授業で学んだことを基礎部分として多くのウェブサイトが作られ各自が利用していること，学習し
続けることで自身にもインターネットで公開できるものが作れるかもしれないという期待感を持たせること，また，
次の時間のまとめにおいて，サーバサイドプログラムについても触れることを予告することで，興味を喚起できる。 

【展開場面のここがポイント】 
課題を見た途端にやる気をなくす生徒が多く出ると，その雰囲気を打破するのがとても難しいので，課題設定と出し
方には細心の注意を払う必要がある。時間ごとに課題作成に係るヒントを小出しにしていくことで，スムーズにプロ
グラム修正が進む。 

【導入場面のここがポイント】 
プログラムが日常生活にいかに関わっているかを，毎時間説くことで，生徒が持つプログラ
ミングへの精神的なハードルが下がる。難しそうという意識を取り除くことが重要である。 
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どのようなプログラムか 

HTML/CSSと JavaScriptを利用し，他者に紹介したいものや事柄についてのWebサイトを作

成することを課題とした。下図が生徒の作品例である。この生徒はある国立大学の情報学群に進

学した生徒であり，トップページから読み込む外部スクリプトを用意し画面上に雪を降らせた

り，ウインドウ制御を駆使したフォトアルバムを設置したりするなど，好評を博する作品を制作

した。 

他方，当該課題は自由裁量の制作であるため，

プログラミングの得手不得手が如実に現れた。

JavaScript を使いこなせず，HTML/CSS のみの

ウェブサイトで制作が止まってしまう生徒も少

なからずおり，「prompt()」で呼び出されるテキ

スト入力用ダイアログボックスを用いて名前を

入力し，「ようこそ，○○さん」と表示させるプ

ログラムを組み込むことを最低限の条件とした。 

生徒の作品例 

どのように動くか 
JavaScriptを学んで 5時間目となる本時の課題の模範と実行結果は下図・写真のとおりである。 

 商品（野菜）を 3点購入する時の税抜金額をそれぞれ事前に配列 yasai[0]，yasai[1]，

yasai[2]に格納する。 

 消費税率を定め（当時は 5%），税抜金額を合算した後に税金額を計算させるために，zeikin 

に格納するデータを 1.05とする。 

 合計金額を示す goukeiの初期値を 0とする。 

 yasai[0]のデータを goukeiに加え，yasai[1]とする。同じく，yasai[1]，yasai[2]のデー

タを goukeiに加え，繰り返し処理を終える。 

 goukeiに入っているデータに 1.05を掛ける。 

 alertで呼び出される警告ダイアログ上に実行 

結果である「195」を表示する。 
 

<html> 

<head> 

<title>消費税計算</title> 

<script language="JavaScript"><!-- 

yasai = new Array(); 

yasai[0] = 88; 

yasai[1] = 42; 

yasai[2] = 56; 

zeikin = 1.05; 

goukei = 0; 

for (i=0;i<3:i++) goukei = goukei + yasai[i]; 

alert(Math.floor(goukei*zeikin)); 

// --></script> 

</head> 

</html> 模範プログラムと実行結果 
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生徒の変容 
当初はよくわからない文字列の羅列を前にプログラミングに対して構えがちではあったが，プ

ログラムを作成し，更新・実行する作業を重ねることで「よくわからない文字列」が「自分の思
ったとおりに動かせるもの」へと意識が変わると，理解が格段に速くなり，深まっていくことが
見受けられた。初期段階では何よりもプログラミングへの垣根を取り払う工夫が肝要である。 
座学での学習が苦手な生徒がプログラミングには才能を発揮する例も見られた。この場合，普

段は教えられる立場の生徒が他の生徒より先んじてプログラムを完成させ，他の生徒を教える側
に回るという逆転現象が発生することになり，当該生徒が学習活動に自信を持つきっかけにもな
り得る。また，生徒同士のコミュニケーションを活発化させる効果も期待できると推察される。 

生徒の感想 
プログラミングに対して前向きな意見から，どうしてもやる気になれないという意見まで多様

な感想が集まったが，経験できたことは良かったとする意見が大半を占めた。また，普段から進
路意識を高めることを筆者から説かれているクラスの生徒のため，プログラミングを行う職業に
ついての感想も多く見られた。 
 プログラミングをすると聞いて，最初は難しそうだと思ったが，案外簡単にできておもしろ

かった。 
 ソフトを買う必要がないなら，自宅でもやってみたい。 
 自分でアプリを作ってみたい。 
 友人の力を借りて完成はしたが，やはり自力ではできそうにない。 
 どうしてもエラーが出てくるので途中でイヤになった。 
 プログラマという職業に興味が湧いた。しかし 1日中プログラミングをするのは大変そう。 

 
 

題材のおすすめポイントと留意点 
本稿では，教科書に掲載されているプログラム例を元に，誰もが利用できる環境を用いて，課

題プログラムを制作した。授業者が知るところによれば，総じて，教える側にも教えられる側に
もプログラミングに対する畏怖や，定期考査で扱いづらいという忌避が多くの学校で見受けられ，
教科書に例が示されているにも拘らず，結果的に授業内で取り扱わないことが少なくないようで
ある。 
しかし，プログラミングには特殊な機材も技能も必要ない。授業者の例のように，メモ帳や

Webブラウザなど，各学校に配備されている一般的なコンピュータ室の設備で実現できるもので
ある。生徒にとっては座学だけでは得られない経験ができ，グループ活動として授業展開を行え
ば，学習指導要領に示された言語活動の充実につなげることも容易である。また，何よりも初め
てプログラミング授業を行う教員にとっても新しい発見があることであろう。 

指導方法のおすすめポイントと留意点 
課題を設定するにあたって課題のレベルをどうするかという点には，年度をまたいで苦心を重

ねた。プログラミング実習を行うにあたり 1番の障壁となるのが，生徒が間違ったプログラムを
作成し，実行エラーとなった場合のデバッグ対応である。処理が中断され（もしくは無事に終わ
り），生徒のプログラムを作り直すことで直るものであれば良いが，繰り返し処理のプログラム
を扱う場合，不等号の向きが 1箇所違うだけで無限ループが始まり，コンピュータ自体が動作不
能になることがある。また，ダイアログボックスを頻繁に使用して起きたエラーを修正する際に
は，確認作業が煩雑になって手間取り，プログラミングに対する気概を喪失してしまう生徒も見
られた。何かの拍子で全角スペースが打たれている，文字が 1文字違うというだけでもエラーが
発生するのがプログラミングのハードルが高くなる要因であり，エラーのたびについ感情的にな
ったり，否定的な発言・態度をとったりする生徒も出ないわけではない。その雰囲気が周囲に伝
播しないようにフォローする役割の補助員を置くことができると授業が円滑に進むようである。 
机間指導を行う補助員の人数にもよるが，課題プログラムは易しすぎず，難しすぎず，修正す

る際に深刻なエラーの発生し難いものにする必要がある。エラーを起こした 1人に時間が取られ，
結果として教室全体に指導が行き渡らないということも見受けられる。生徒の習熟度，プログラ
ミングへの姿勢などを考慮し，慎重に授業計画を練ることが求められる。 

生徒の変容や生徒の感想より 

この授業のお勧めポイントと実施上の留意点 
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基本的なアルゴリズムの学習 
埼玉県立川越南高等学校，授業者：春日井 優  

校種：高等学校， 実施教科：情報 

実施単元：問題解決とコンピュータの活用，問題の解決と処理手順の自動化， 実施学年：3 年生 

教室の設備・環境 

使用したプログラミング言語や実行環境 

 Eclipse と Java。 

 Eclipse は Pleiades All in One ダウンロードサイト（http://mergedoc.sourceforge.jp）からダ

ウンロードしたものを使用（授業時は Eclipse4.2）。 

 実施場所：コンピュータ教室 

 コンピュータ教室にはクライアント機として，教員機 1 台と生徒機 42 台のデスクトップコ

ンピュータが整備。 

 Windows7，CPU:Core i5，HDD:500GB，メモリ：4GB。21.5 インチのワイドスクリーン

のディスプレイが接続。 

 サーバ機が 1 台整備されており，ユーザ認証およびファイルサーバとして利用。 

 有線 LAN にサーバ機とクライアント機が接続されており，教材等を配布可能。 

 中間モニタが 2 人に１台の割合で整備されており，教員機・生徒機の画面転送が可能。 

 実物投影機が整備されており，コンピュータの画面だけでなく，プリントなどの印刷物等の

提示も可能。 

 Eclipse は教員機と生徒機すべてのコンピュータにインストールし，デスクトップ上のショー

トカットから起動可能。 

プログラムと実行結

果が同じウインドウ

内に表示されること

により，正しい動作か

どうかのフィードバ

ックを受けやすい。 

Eclipse 上でプログラムを作成する。変

数名の間違いや括弧が正しく対応して

いないなどの文法的な誤りを指摘し修

正候補を示すなどの支援が即座に受け

られる。 

プログラムを作成するのに苦労している

生徒が，早くプログラムができた生徒の説

明を聞ける機会を作る。 

授業の様子 

48 



  

指導過程：（2. 基本的なアルゴリズム （イ）簡単なアルゴリズム【本時 1/2】) 
 教員の働きかけ 予想される生徒の反応 指導上の留意点 

（
5

分
） 

1.前時までに学習した順次構造・選択構
造・繰り返し構造について確認する。 

1.if や for などの命令の使い方や書式を確認する。  

（
40

分
） 

2.本時の課題を提示する。 
 
 
 
 
 
3.日常的に行っている操作と対応付け
て手順を考えさせる。 

 
 
 
 
 
4.完成した生徒のプログラムを提示し，
全体で発表させる。 

2.本時の課題を知る。 
 
 
 
 
 
3.平均や最大などを求めるプログラムを考える。 
◎単純な方法により，Java のプログラムを記述す
ることができる。 

 
◎データが増えた場合にも大幅な変更をしないで
動作するプログラムが考えられる。 

 
4.他の生徒が工夫した点や生徒間による手順の違
いなど気づいたことをワークシートにまとめさ
せる。 

 
 
 
 
 
 
・評価の場面 
【知識・理解】【技能】 

・生徒の作成したプログラム 
 
 
 
 
・評価の場面 
【思考・判断・表現】 

・ワークシート 

（
5

分
） 

5.本時の授業を通して，学んだことや手
順の工夫の仕方についてワークシー
トにまとめさせる。 

5.本時の授業を通して学んだことや手順の工夫の
仕方について考える。 

◎日常的に無意識に行っていることも，コンピュー
タで実行するには手順をしっかり考えることが
必要である。 

◎同じことを実行するにもさまざまな手順があり，
多くのデータを扱って処理できるようにするた
めには工夫が必要である。 

5.データが増えた場合にも，プログラムの変
更をしないで処理できるようにするには
どのようなことが必要かを考えるように
促す。 

・評価の場面 
【思考・判断・表現】 

・ワークシート 

 

評価規準 
A・・・基本的なアルゴリズムを，さまざまな処理手順により自動化することができる。データの

個数が増えた場合にも，少ない変更により処理できるプログラムを記述できる。 
B・・・基本的なアルゴリズムを，Java でプログラムを記述することにより，処理を自動化するこ

とができる。 
C と判断した生徒への手立て・・・コンピュータを使わないで処理する方法を，手作業により行わ

せる。その手順を 1 つ 1 つプログラム言語に対応させて記述させる。 

授業の目標：基本的なアルゴリズムを理解し，簡単な処理を自動化することができる（知識・理解）
（技能）。また，同じ処理のアルゴリズムを比較することにより，処理手順を評価で
きる（思考・判断・表現）。 

授業の概要 

全体指導計画（全体 8 時間計画） 

1. アルゴリズムとフローチャート ·································································· (0.5 時間) 

2. 基本的なアルゴリズム 

(ア) 順次構造・選択構造・繰り返し構造 ··············································· (1.5 時間) 

(イ) 簡単なアルゴリズム【本時 1/2】 ··················································· (２時間) 

3. プログラムの活用 

(ア) 探索 ························································································· (２時間) 

(イ) 並べ替え ··················································································· (２時間) 

【導入場面のここがポイント】 

・構造の概念的な説明だけでなく，どのような記述をすればどのように動くかを意識させる。 

【展開場面のここがポイント】 

・プログラムをどのように書いたら良いかがわからない生徒は，近くの生徒と話したりネットで検索したりするが，その点はあまり制限

せず，他の生徒やネット上の情報からのヒントをもとに理解を深め，プログラムを記述できるようにする。 

・「プログラムの 1 つ 1 つの命令がどのように働いているか」を理解しているか確認することが必要である。 

・正しい結果が出ることのみに着目している生徒がみられるが，手順をひとつひとつ順を追って処理を記述していくプロセスの方が重要

であることを伝える。 

【まとめ場面のここがポイント】 

・データの値や個数などが変化した場合に対応できるように，具体的な処理からより一般化させるための工夫について考えさせる。 

平均や最大値などを求める基本的なプログラムをつくろう。 
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どのようなプログラムか 
 配列内に過去 3 日分の最高気温が与えられている。 

 順次構造・選択構造・繰り返し構造を用いて，３日間の最高気温を求める（必ずしもすべて

の構造を用いる必要はない）。 

 求まった 3 日間の最高気温を出力する。 

 配列のデータを増やすことにより，日数を増やすことができる（ただし，正しく動作させる

ためには，下記のプログラムでは一部を書き換える必要がある）。 

 

 

 

 

 

                               

 

Eclipse の実行ボタンを押すと，プログラムが実行され実行結果の最高気温が表示される。 

生徒の作品例 

どのように動くか 
① 3 日間の日ごとの最高気温のデータ 
  と 3 日間の最高気温を代入するため 
  の変数を宣言している。この部分は 
  教員から配布したものである。 
② 1 日目と 2 日目の気温を比較して， 
  気温が高い方を勝者とし，変数 win 
  に代入している。 
③ ②の勝者 win と 3 日目の気温を比較 
  して，気温が高い方を 3 日間の最高 
  気温とし，max に代入している。 
④ 最高気温を出力している。この部分 
  は，①と同様に教員から配布したも 
  のである。 
 
別の生徒のプログラム 
 
⑤ 最高気温の初期値として，最高気温 
  になりえない値(-9999)を代入して 
  いる。 
⑥ 1 日目から日数の分だけ，前日まで 
  の最高気温(max)とその日の最高気 
  温との比較を繰り返す。その日の最 
  高気温の方が大きいならば，前日ま 
  での最高気温を保持する変数 max 
  に，その日の最高気温を代入してい 
  る。 
⑦ 最終的に代入された max の値が 3 
  日間の最高気温となっている。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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生徒の変容 
 初めてプログラミングを行う生徒がほとんどのため，開始当初にはコンピュータの処理方法

に戸惑いを感じる生徒が多くいたが，処理方法を理解した後は自分たちでプログラムを考え
る姿勢が見られた。 

 すべて教えてもらえるという姿勢の生徒が見られたが，動作するプログラムをつくった生徒
が現れ始めると自分で考える雰囲気になった。 

 生徒が書いたプログラムによる処理が実際に動作する経験を通して，専門化されていたコン
ピュータの処理に興味や関心を持つようになった。 

 

生徒の感想 
 はじめはプログラムが動かなくて嫌になっていたけれど，友人や先生に教えてもらってプロ

グラムが動いたときはとても嬉しかった。 
 コンピュータはさまざまなことができて便利だけれど，そのためのプログラムをつくること

は大変だと思った。 
 もっとプログラミングを勉強して，コンピュータでいろんなことができるようになりたいと

思った。 

 

 

 

 

題材のおすすめポイントと留意点 
 長いプログラムでの 10 行程度の題材を扱うので，プログラムの構造が比較的単純である。

それにも関わらず，さまざまな場面で利用できる題材である。 
 教科書では順次構造・選択構造・繰り返し構造を行った後にすぐに探索や並べ替えのアルゴ

リズムが掲載されていることが多いが，この題材を扱うことで内容の飛躍が少なくなる。 
 簡単なプログラムの処理手順を考えさせることで，論理的思考力を養うことができる。 
 コンピュータは簡単に高機能な処理を行うと思っている生徒が多いため，基本的なアルゴリ

ズムを考える際には，制約となる事項（二数の比較しかできないなど）を明確にすることが
重要である。 

 

指導方法のおすすめポイントと留意点 
 実際に生徒にプログラムを書かせることにより，コンピュータが処理を行うしくみについて

経験を通して理解させることができる。 
 Eclipse を利用することにより，プログラミング言語の文法に則っていない箇所やスペルミス

の発見が容易になり，40 人の生徒を対象にした授業でも，生徒がプログラミングを行う際に
それぞれの生徒への支援となる。 

 教科書に掲載されているプログラムは Visual Basic や JavaScript が多い。言語が異なるこ
とにより，教材研究の際に不安を感じることがあるかもしれないが，プログラム言語が異な
っても，同じアルゴリズムで処理できることを示す教材にもなる。 

 

その他 
 基本的なアルゴリズムを理解することが目標である場合には，大抵のプログラミング言語は

順次構造・選択構造・繰り返し構造を記述できるため，どのプログラミング言語を選択する
かはあまり重要ではない。生徒がプログラムを記述した際に，エラーや実行結果を生徒自身
にフィードバックできる環境を整える方が重要である。 

 

参考 
 中山清喬・国本大悟：スッキリわかる Java 入門，インプレス(2011) 

生徒の変容や生徒の感想より 

この授業のお勧めポイントと実施上の留意点 
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【実践事例協力者】（掲載順） 

設楽 健太郎（したら けんたろう）      東 京 都 ：多摩市立愛和小学校主任教諭 

西澤 宏嘉  （にしざわ ひろよし）     長 野 県 ：長野市立芹田小学校教諭 

金川 弘希  （かながわ ひろき）      大 阪 府 ：大阪市立苗代小学校教諭 

栄利 滋人  （さかり しげと）       宮 城 県 ：仙台市立大野田小学校教諭 

尾崎  誠  （おざき まこと）       神奈川県：厚木市立荻野中学校教諭 

浅水 智也  （あさみず ともや）      宮 城 県 ：宮城教育大学附属中学校教諭 

佐藤 智巳  （さとう ともみ）       東 京 都 ：武蔵野市立第二中学校教諭 

堤  健人  （つつみ けんと）       広 島 県 ：広島大学附属東雲中学校教諭 

菅井 道子  （すがい みちこ）       宮 城 県 ：仙台第三高等学校講師 

長嶋 秀幸  （ながしま ひでゆき）     東 京 都 ：東京大学教育学部附属中等教育学校教諭 

田中  健  （たなか けん）        愛 知 県 ：愛知県立瀬戸北総合高等学校教諭 

春日井 優  （かすがい ゆう）       埼 玉 県 ：埼玉県立川越南高等学校教諭 

 

平成26 年度 文部科学省 情報教育指導力向上支援事業 プログラミング教育実践ガイド編集委員会 
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委員長 竹野 英敏（たけの ひでとし）    広島工業大学情報学部 教授 

委 員 安藤 明伸（あんどう あきのぶ）   宮城教育大学教育学部 准教授 

委 員 工藤 雄司（くどう ゆうじ）     茨城大学教育学部 教授 

委 員 中西 康雅（なかにし やすまさ）   三重大学教育学部 准教授 

委 員 長谷川 洋（はせがわ ひろし）    広島市教育センター 主任指導主事（事）主任 

委 員 峯島 崇征（みねしま たかゆき）   一般社団法人 ラーン・フォー・ジャパン 代表理事 

委 員 谷田 親彦（やた ちかひこ）     広島大学大学院教育学研究科 准教授 

 

 

 

【事務局】 

酒井 諒  一般社団法人 ラーン・フォー・ジャパン デジタル教材研究開発事業部 チームリーダー 
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