
皆さんの不安を少しでも解消できるように、よく聞かれる質問に一部、お答えします。

Q ．プログラミング教育って、何を

すればいいのですか？

Ａ．まずは、体験してみることから始め

ましょう。このガイドブックの指導例

を見ながら、やってみてください。

きっと、「こんな感じでいいのか！」

と分かってくると思います。

Q ．コンピュータやＩＣＴが苦手なの

で心配です。

Ａ．コンピュータやＩＣＴを使わないアン

プラグドと呼ばれる学習もあります。

物事を考えるときや何かを作るときなど

に、フローチャートで手順を考えながら

進め、プログラミング的思考力を身に付

けるのもプログラミング教育です。ただ

し、アンプラグドだけで終わらせてはい

けないことになっています。

Q ．プログラミング教育って本当に

必要なのですか？

Ａ．今、身の回りの家電製品に至るまで、

多くのものがプログラミングされていま

す。海外では、プログラミングが教科に

なっていたり、就職に必要な能力だった

りと、日本より進んでいる国がたくさん

あります。プログラミング教育は、必要

か否かではなく、もはややらなければな

らない学習であると考えています。

Q ．ロボットや道具がないし、値段が

高くてとても買えません。

Ａ．小学校では、ロボットを使うことが

必須ではありません。しかしバーチャ

ルの世界に慣れた子どもたちは、目の

前で動くロボットに目を輝かせます。

アンプラグドやビジュアルの活動だけ

でなく、ロボットを使うことでより効

果的に学習を進めることができます。



子どもたちはプログラミン

グの学習が大好きです。

毎回「またやりたい！」と

言っています。（１年）

教師が「楽しい」と思うこと

が大切だと思います。「むず

かしいな。」「いやだな。」

と思っていると、できません。

（２年）

「難しいかな…？」と思う

ことでも、案外子どもたち

はやってのけます。子ども

と一緒に学んでいけば大丈

夫です。（４年）

プログラミングは一人でできるものではありません。

エラーを繰り返し、仲間との対話を積み重ね、まさに

「Ｏｎｅ Ｔｅａｍ」で望むものです。「友達がいたから分

かった。」「仲間と協力できてうれしかった。」そんな子ど

もたちの声が聞けました。プログラミングは対話がすべて！

（５年）

教師は「教えよう！」と気負わないでください。きっ

かけと場と必要な道具を用意すれば十分です。あとは

子どもたち同士で学んでいきます。また、プログラミ

ングはゴールではありません。あくまで「手だて」で

す。プログラミングで培った力を使って、学習に取り

組むことが大切です。（６年）

専科の授業でも、各教科の授業

でも、どの単元のどんな活動で、

プログラミングの学習が行える

だろう、と自然と考えるように

なりました。（専科）

身の回りにはプログラミングでできていることがたくさんあることに気付きました。自動

改札や信号機、自動販売機、テレビの録画や子どもの大好きなゲームetc…。 研究を通じ

てプログラミングがとても身近なものだと分かりました。（管理職）

子どもに教える前に、自分

が体験しましょう。そして、

プログラミングを理解しま

しょう。（３年）

参考になるサイト
○小学校を中心としたプログラミング教育ポータル（文部科学省）

https://miraino-manabi.jp/
○和歌山県教育委員会きのくにICT教育

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/501100/ictforum.html
○わいわいプログラミング（ＮＨＫ）

https://www.nhk.or.jp/school/programming/start/
○プログラミング教育サイト（ＳＯＮＹ）

https://www.sony.jp/professional/solution/pgm-edu/
○ベネッセのプログラミング教育情報（ベネッセ）

https://beneprog.com/



３・４年生で使用しています。レゴブロックと同じ感覚で組み立て
られるので、児童は抵抗なく取り組みます。基本となる動きとプログ
ラミングが学べるモデルライブラリが、大変参考になります。
ロボットを動かすためのモーターが一つなので、単純な動きしかで

きません。それをカバーするために、児童は工夫して取り組みます。
プログラムを組むためのブロックが分かりやすく、操作もシンプルで、
中学年児童にぴったりです。

１・２年生で使用しています。上部の９つの穴に、ロボットが動く方向を
決めるブロックを差し込み、スタートボタンを押すだけで動きます。低学年
の児童でも直感的に理解することができるので、導入期にお薦めです。
成丘小では、１年生は「前に進む」「右を向く」「左を向く」のブロックを

使って基本を身に付けます。２年生では「繰り返す（ループ）」のブロック
を使用することで、９個以上の動きをすることができ、中学年に向けてより
複雑な考え方を身に付けます。

５・６年生で使用しています。スクラッチベースなので、スク
ラッチを経験している児童なら比較的抵抗なく取り組むことがで
きます。大きくて単体でもいろいろできるハブと、モーター２つ、
センサー４種類と児童の創造力をかき立てるラインナップです。
その分、プログラムは複雑になりますが、思い通りに動いたとき
は大喜びです。
公式ＨＰでは、対象は中学生で、かなり高度なことまでできる

ようです。

上の４つと比べるととてもコンパクト（５ｃｍ程度）で扱いやすく、
安価で手に入ります。プログラミング画面とブロックはスクラッチに
似ていて、とても分かりやすいです。

Scratch3.0の拡張機能で連携できるようになり、一層できること
が増えたようです。成丘小では、６年生の理科「電気の利用」の学習
で使用します。

レゴ®エデュケーション
ＳＰＩＫＥ™プライム

ＦＬＬ（FIRST LEGO LEAGUE）という世界最大規模のプログ
ラミングによる国際的なロボット競技会に出場する有志メンバーが
使用しています。モーター及びセンサーをそれぞれ４つずつ取り付
けることができ、LEGOブロックでどのような本体を作るかで、安
定性も操作性も大きく変わります。さらにLEGOブロックでアタッ
チメントを作成することにより、本格的なロボティクスを体験でき
る教材です。中学生・高校生・大学・研究機関が対象ですが、クラ
ブ活動や課外活動などでは、小学生も活用することが可能です。



ルビィのぼうけん リンダ・リウカス作
鳥井 雪 訳 （翔泳社）

プログル（みんなのコード） https://proguru.jp/

Ｓｃｒａｔｃｈ Ｈｏｕｒ ｏf ｃｏｄｅ
https://hourofcode.com/au/ja

プログラミング教育の第一歩は、ここ
から始めました。かわいいルビィと一
緒に、考えたり、こだわったり、工夫
したり、悩んだりしながらプログラミ
ング的思考とはどんなことかを理解す
ることができました。

算数と理科の学習のドリル練習や学
習の仕上げに活用できる無料サイト
です。現在、理科は「電気の利用」、
算数は「多角形」や「公倍数」など
多数のコースがアップされています。
児童が楽しみながらプログラミング
的思考を身に付けることができます。

アメリカ・マサチューセッツ工科大学の
メディアラボが無償で公開しているビ
ジュアルプログラミング言語。児童が直
感的に理解しやすいので、基本操作をマ
スターすれば、思うような動きを画面上
で実行させることができます。チュート
リアル（事例）も豊富でイメージをもた
せやすいので、中学年以上にお薦めです。

子どもたちが大好きな、パソコンゲームを
通してプログラミング的思考を身に付ける
ことができる無料サイトです。全学年に対
応できます。
成丘小では、「ＡＮＧＲＹＢＩＲＤＳ」が
人気です。他にも「アナと雪の女王」や
「スターウォ－ズ」などもあります。

ペッツボード

ペッツシート

ブロックシート

役割分担表

約束事の表示

スクラッチのチュートリアル
カード

ロボットのブロック一覧

本校の教職員の取り組みの一部をご紹介します。
データが必要な方は、本校ＨＰからダウンロードできます。
どうぞご活用ください。



◆Scratch3.0の特長
・児童が直感的に理解しやすいように工夫されている。
・作品例や活動例が多く紹介されている。（下図参照）
・言語選択で「にほんご」を選択するとブロックの文字が平仮名で表記され、
「日本語」を選択すると漢字表記になる。

言語選択 25種類の
チュートリアルが
公開されている。

◆はじめてのScratch体験例
【必要な用具・環境】

・PC、タブレットPC等（児童は一人一台が望ましい。）

・電子黒板（教師が操作の手順を見せたり、児童同士が交流したりする時に活用。）

【本時のめあて】
スクラッチの基本操作を理解して、ねこを思い通りに動かす。

【展開】
1. 本時の活動をイメージさせる。（約2分）

☆今後の活動につながり、児童が興味をもちそうな作品を見せると有効。

2. 本時のめあてを板書する。
3. 操作画面の説明をする。（約5分）

①…登場するキャラクター。
プログラムした通りの動きを
する。

②…スプライトが動く場所。

③…プログラムを組み立てるために
使う部品。組み合わせてコード
を作成する。数字や言葉は自由
に変えることができる。

④…ブロックを組み立てたもの。

⑤…ブロックを組み立てる場所。

出演者

舞台

台本

ビジュアルの授業で、最初に
スクラッチを教えたときの、
第１時の実践例です。



4. 「ねこを進ませよう。（課題1）」（約3分）

① 動きブロックの中から、「10歩動かす」を探して
スクリプトエリアに置く。

② イベントブロックの中から「🚩が押されたとき」を
探して、①で置いたブロックの上にくっつける。

③ ステージ左上の🚩マークをタッチすると、ねこが右に動く。

④ 「10歩動かす」なのに少ししか進まないことに疑問を感じる
児童も多いので、これがスクラッチ内の「10歩」である
ことを教える。

5. 「ねこをたくさん進ませよう。（課題2）」（約10分）

①「10歩動かす」の数字を大きくする方法と、
制御ブロック の「10回繰り返す」、「ずっと」を使う方法
があることに気付かせる。

②失敗しがちな例として、大きすぎる数字を入力して、ねこが

ステージから見えなくなってしまうことがある。

（対処法A）体の一部をつかんで引き戻す。

（対処法B）動きブロックの「X座標を0、Y座標を0に
する」をタッチする。

6. 「ねこが画面からいなくならないよう工夫して、たくさん
歩かせよう。（課題3）」（約10分）

☆ この辺りまでに、ほとんどの児童がブロックの意味と使い方を
習得しています。「よさそうなブロックを探して」と言えば、
すぐに見つけ出してきます。

① 動きブロックの「もし端に着いたら、跳ね返る」を使えばよい
ことに気付かせる。

② コードを組んで実行してみると、跳ね返ったねこが下図のよう
に逆さになる。

③ そのままでも十分楽しいが、ねこの向きを変える方法も教える
よい機会である。児童に投げかけ考えさせる。

④ 動きブロックの「回転方法を左右のみにする」を使うとよいこと
に気付かせる。

☆ ④のコードの下に見た目ブロックの「次のコスチュームにする」
を付け足すと、ねこが手足を振って歩いているように見える。

ねこを歩かせてみましょう。

ねこをもっとたくさん歩かせるには
どうしたらよいでしょう。

〈コード例〉

ねこがいなくならないで歩かせ
続ける方法を見つけましょう。

ここまでの活動で、中学年以上の児童で約30分。
残り10分間ほど、うずうずしている子どもたちの欲求を満たすため
に自由活動時間をとったり、次の活動につながる課題を与えたりし
てもよい。
最後の5分間で振り返りを行い、1時間（45分間）を終了。



【用意するもの】
・等間隔のマス目のシート。タイル地の床を利用しても可。
・目的の場所を分かりやすくするための目印。（赤玉やコーンなど）

【ねらい】
・意図する動作を「人間ロボット」にさせるために、必要な動作を考える。
・最適な手順で動作を指示し、目的の場所に誘導する。

【展開例】
１．本時の活動のイメージをつかむ。（２分）

☆実際にロボットを見せると、イメージがつかみやすい。
☆ロボットがない場合は、画像や映像等でイメージをもたせるとよい。

２．『人間』と『ロボット』の違いを理解する。（３分）
・１人の児童に、スタートから赤いコーンまで行くように指示する。
・赤いコーンまで進んで止まったところで、正しい動きであったことを確認する。

３．『人間ロボット』への指示の仕方を全員で考える。（５分）
☆「赤いコーンまで行く」ことを説明するために必要なキーワード、「どっちへ」
「どれぐらい」「どうする」などの言葉を使って、スタートから赤いコーンまで
の指示の仕方を考える。

４．「スタートから、赤いコーンを通って、青いコーンまで行く。」の指示の仕方を
グループで考える。（５分）

○○さんは、正しく行くことができましたね。
でも、ロボットは、今のお願いでは行けません。
○○さんが正しく行けたのは、先生の言葉を理解
して、「こうすればいい。」と自分で考えて動い
たからです。これは、人間のすばらしい力です。
でもロボットには、動き方を、分かりやすく、

正しい手順で教えてあげなくてはいけません。

「前に、４マス、進む」
だと思います。

そうですね。その言い方なら、誰でも同じ場所に行くことができます。
もちろん、ロボットでも行けますね。このような、ロボットに分かる言
葉に直して、人間ロボットに行く場所を教えてあげましょう。

「前に、４マス、横に、４マス、進む。」
でいいと思います。

それでは青いコーンを通り越しちゃうから、「前に、４マス、
横に、３マス、進む。」でいいと思います。

それでいいのかな？何かおかしい気がするよ？

アンプラグドの授業で、最初に取
り組むのに最適です。実際に１年
生で行った第１時の展開例を御紹
介します。導入時なら、全学年で
実施可能です。



この場合は、赤いコーンまで進んだ後、体の向きを変える言葉を入
れてあげましょう。そうでないと、カニのように、横歩きで進まな
いといけなくなってしまいます。

そうか、「右を向く。」とか「右に９０度向きを変える。」
とかの言葉を入れればいいんだね。

☆低学年は、まだ角度を学習していないので、「右を向く」を使う。
☆中学年以上は、角度で表現できるようにしておくと、今後の学習に生きる。
☆ロボットは、体の正面が向いている方を「前」と認識することが一般的なので、
向きを変える度に注意が必要。

「前に、４マス、進む。次に、右を、向く。最後に、前に
３マス、進む。」と言えばいいのね。

これで、『人間ロボット』への 説明の仕方が分かりましたね。
グループの友達と一緒に力を合わせて、上手に道を教えてあげ
ましょう。行き方は、一つだけとは限りません。よく考えてみ
ましょう。

５．グループで力を合わせて、課題に取り組む。（２０分）
☆まず、全員で課題を見ながら、どのように説明したら良いか、話し合う。
ホワイトボードや付箋、短冊、ワークシートなどを活用して、記録しておく。

☆次に、グループの一人をロボットに見立て、考えた説明通りに動いてもらって
確かめる。

☆うまくいかなかったら、全員でどこが間違っていたのかを考え、修正する。
☆もう一度、ロボット役の友達に、考えた説明通りに動いてもらって確かめる。
☆うまくいかなかったら、修正作業を繰り返す。成功したら、次の課題に進む。

（課題例１） （課題例２） （課題例３）

６．活動のまとめと振り返りをする。（１０分）

＊スタートとゴール（家）
のみの指定課題。自由度が
高いため、多様な行き方を
考え出すことが可能。

*道の途中に、工事中で通
れない箇所がある。どのよ
うによけて進むのかがポイ
ントになる。グループごと
の工夫が見られる課題。

＊通れない箇所と、必ず通
らなければいけない箇所
（ケーキ）がある。複雑な
コース展開が必要になるの
で、難易度は高い。


