
相模原市のプロ
グラミング教育
の取組について
令和２年度

相模原市教育センター
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１ プログラミング教育のねらい
の確認

２ 相模原市の考えるプログラミ
ングの授業づくりのコツ

＊ ワークショップ

３ 今後はこうしていこう！

0 資料の内容

研修で本資料を
活用する際に行
うものです

2＊教育委員会用資料を後半に添付しています



１プログラミング教育の
ねらいの確認

どのような職業に就くとも
必要な、
テクノロジーを活用した問
題解決に必要な資質・能力
を育成することです

今の世の中、そして近くない未来、ほとんどの問題解
決に、コンピュータなどのテクノロジーが関係します3



• 私たちが利用している多く
ものに、コンピュータが入っ
ています。

• しかし学校では、農業や工
業、電気など、社会を支え
る仕組みを教育課程で教え
ていますが、コンピュータの
仕組みは教えていません。

プログラミング教育は、コンピュータを働かせる「プログラ
ム」をプログラミングする体験を通して、生活を支えるテ
クノロジーの仕組みや問題解決を学ぶ
→コンピュータを理解し上手に活用していく力の育成 4

プログラミングってこういうこと
１プログラ
ミング教育
のねらいの
確認



●小学校プログラミング教育の手引（平成30年3月） 5

 「諸外国におけるプログラミング教育に関する調査研
究」報告書（平成26年度）

 プログラミング教育実践ガイド（平成26年度）
 情報活用能力調査（平成26年度公表）
 小学校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能

力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議
（平成28年度）

 中教審答申（平成28年度12月）
 学習指導要領（平成29年3月）
・児童がプログラミングを体験しながら，コンピュー
タに意図した処理を行わせるために必要な論理的思
考力を身に付けるための学習活動
（小学校 第1章 総則第3(3)ｲ)

・中学校は技術分野において内容が倍増

プログラミング教育導入の経緯
１プログラ
ミング教育
のねらいの
確認



小
学
校

中
学
校

高等
学校

計測・制御の
プログラミング

例）算数
正多角形の
作図

例）●技術・家庭科 技術分野

ネットワークの
プログラミング

データベースの
プログラミング

●教育課程の中で、各教科等及び各教科
等とは別の時間に育てる必要

※「教育の情報化に関する手引（令和元年１２月）」を参考に作成

コンピュータのしくみ、それを活用した問題
解決の方略、プログラムの設計

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

周りの機械には
プログラム入っ
ているんだね

プログラムって
命令を順番につ
なげるんだね

どんなプログラ
ムにしたら効率
がよいかな？

シミュレーション
のプログラミング

例）理科
電気のはた
らき

例）総合的
な学習の時
間

コンピュータのしくみ等に加
え、コンピュータサイエンス

社会の問題をプ
ログラムでの自
動化技術で解決
しているんだね

6

例）●情報Ⅰ

プログラミング教育の必修化
１プログラ
ミング教育
のねらいの
確認



２相模原市の考えるプログラ
ミングの授業づくりのコツ

①プログラミング教育の
ねらいを達成するために、

②コンピュータを用いた
プログラミングの体験を、

③授業の学習場面に応じて
設定することです

詳細について、このあと説明していきます！ 7



①「プログラミン
グ的思考」を
育む

プログラミング教育のねらい確認

③各教科での学び
をより確実なも
のとする

②プログラムの仕組
み等の理解と、問
題解決へ活用する
態度を育む

●知識及び技能
コンピュータのしくみ、コンピュータにできるこ

とと苦手なことに気づいている。

●思考力、判断力、表現力等
コンピュータに意図した処理を行わせるために必

要な論理的な思考ができる。

●学びに向かう力、人間性等
コンピュータを、問題解決のために利用できる。 8

２相模原市の
考えるプログ
ラミングの授
業づくりのコ
ツ



●知識及び技能

9

コンピュータのしくみ、コンピュータにで
きることと苦手なことに気づいている。

例）コンビニエンスストア
○商品の清算では、コンピュータが計算をパッ
と行なっているぞ！

○読み取った商品の情報から、何が売れている
のか、どの商品が足りなくなってきたのかを
知るんだって！しかも、それをグラフでパッと
表すからわかりやすい！

○ネットワークを通じて全国のお店の情報が集
まり、これからどうしていこうか、とか、新商品
とか考えるんだって！

２相模原市の
考えるプログ
ラミングの授
業づくりのコ
ツ



意図した一連
の活動の実現
（学習課題）

既習の知識・技能等の活用

発
達
の
段
階

※プログラミング的思考は，
繰り返し学習することで
高次に育つ

問題を見出す

問題の解決

プログラミング的思考

必要な動きを
分けて考える

動きに対応した
命令（記号）に

する

試行錯誤しながら継続的に改善する

組み合わせる

●思考力、判断力、表現力等

コンピュータに意図した処理を行わせる
ために必要な論理的な思考ができる。

※論理的に試行錯誤する力のことです

（プログラミング的思考）

10

２相模原市の
考えるプログ
ラミングの授
業づくりのコ
ツ



●学びに向かう力、人間性等

コンピュータを、問題解決のために利用できる。

例）暗くなると自動で点灯する玄関の照明
○装置をもっと小さくできないかな？
○タイマーなどの機能を追加できないかな？
○携帯情報端末からその設定を行うことがで
きないかな？

○家屋や施設の照明をソフトウェアで一括管
理できないかな？

社会は、私たちがものを支持したり、選んだり、
つくろうとする関わりで構築されていきます。

11

２相模原市の
考えるプログ
ラミングの授
業づくりのコ
ツ



プログラミング教育による資質・能力が
育ったイメージ 相模原の考える姿

12

夏休みの間、クラスの育てたお花の水
やりはどうしたらいいかな？

順番で係を決
めて水をやろう

誰かが持って
帰ろう

プログラミングの教材を
使って自動化しよう

水やりって、
どんな手順
だっけ？

土が乾いた
かはかる

水をやる

しばらく待つ

乾いた

まだ乾いてない

学校のプログラミングの
教材を利用した
自動灌水器の開発

プログラムの
仕組み等の理
解と、問題解
決へ活用する
態度の発揮

プログラミング
的思考の発揮

12

２相模原市の
考えるプログ
ラミングの授
業づくりのコ
ツ



プログラミング教育による資質・能力が
育ったイメージ 相模原の考える姿

２相模原市の
考えるプログ
ラミングの授
業づくりのコ
ツ

段階
想定
学年

プログラミング教育で育成する資質・能力
資質・能力が育成されたとき、児童生徒にできるこ
との例

知識及び技能
思考力、判断力、

表現力
主体的に学ぶ力、

人間性

1 小1〜2

身近なコンピュータや、
それが手順によって動
きが違うことへの気付
き

試行錯誤できる力 コンピュータのよさを主
体的に見つけようとす
る気もち

ア 「キッチンタイマー」「電子玩具」など、身近に
触っているものなどについて、一定の順序で動作
していることに気付き、その順序を説明すること。

イ 意図した動作を再現するために試行錯誤するこ
と。

2 小3〜4

生活でのコンピュータ
の活用や、それがプロ
グラムによって動いて
いることへの気付き

思考の手順※を意識し
て試行錯誤できる力

コンピュータの働きを、
主体的に生活の中で
生かそうとする気もち

ア 「信号機」「エレベータ」など、普段利用する機器
について手順を説明し、生活で利用する有用性に
気付くこと。

イ 意図した動作を再現するために、論理的に思考
錯誤すること。

3 小5〜6

身 近 な 生 活 で コ ン
ピュータが活用されて
いることや、問題の解
決には必要な手順が
あることへの気付き

意図した一連の活動
の設定を行い、思考の
手順※を意識して試行
錯誤できる力

コンピュータの働きを、
主体的に社会の改善
に生かそうとする気も
ち

ア 「施設の自動照明」など、生活で利用される機
器の有用性に気付き、その仕組みを踏まえたプラ
スとマイナスを説明すること。

イ 問題を解決する動作を意図し、再現するために
論理的に思考錯誤すること。

4 中学校

社 会 に お け る コ ン
ピュータの役割や影響
の理解と、問題を解決
するプログラムを作成
できる技能

問題を発見して、意図
した一連の活動を設定
し、思考の手順※を意
識して試行錯誤できる
力

将来への影響も考慮し
た上で、コンピュータの
働きを、主体的に社会
の発展に生かそうとす
る態度

ア 「植物工場」など、社会で利用される自動システ
ムについて仕組みを踏まえたプラスとマイナスを
説明し、その影響や未来のテクノロジーの在り方
を提案すること。

イ 問題を発見して、解決する動作を意図し、再現
するために論理的に思考錯誤すること。

※表中の「思考の手順」とは、「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合わせが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのよう
に組み合わせたらいいのか、記号の組合わせをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか」といった、論理的に考える手順を意味している。

表 発達の段階に応じたプログラミング教育の資質・能力と育成の結果できることの例



★プログラミング体験をしましょう！

（ ）の（ ）くらげ

→Viscuitを使って体験します

＊ ワークショップ１

14

https://www.viscuit.com/
自学研修のための補足

「（ ）の（ ）くらげ」の（ ）内には、スイミーのお話に出て
きそうなクラゲを想像して言葉を入れます。
（例）（銀色）の（ゆらゆら揺れる）くらげ
そしてViscuitを使ってそのくらげを表現します。表現した

後は、（ ）の中の「たとえをあらわすことば」をうまく実現
できているか、を見合うようにしてください。



★プログラミング体験をしましょう！

正多角形の作図をプログラミングで
かこう！

→プログルを使って体験します

＊ ワークショップ２

15

https://proguru.jp/
自学研修のための補足

「プログル」は、使い方も含めて全て分かるようなサイ
トの作りになっています。そのまま全てのレベルに挑
戦していきましょう。

途中、三角形の作図で意図した動きとロボットが違う
動きをして苦労しませんでしたか？その時、入力した
回答がなぜそうなるのか？を５年生の知っている範
囲で考えさせるのが算数の授業のポイントになります。



★プログラミング体験をしましょう！

＊ ワークショップ３

16

左の図のようにマッチ棒を並べて、ピラミッ
ドをつくります。１００段のピラミッドをつくる
には、マッチ棒が何本必要ですか？

そのことをプログラムで求めましょう。
→Scratchを使って体験します

https://scratch.mit.edu
自学研修のための補足

この授業の進め方等は、「相模原プログラミングプラ
ン」に詳しく載っています。（本資料P.25に掲載場所記

載）それをみながら、このワークショップに挑戦してみ
てください。
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★相模原市全校で行なっている
プログラミング体験をしましょう！

①小数点第一位を四捨五入する計算機をつくろう！
（相模原市の４年生で実施しています）

②偶数を「あたり」、奇数を「はずれ」と猫が言う
プログラムをつくろう！

（相模原市の５年生で実施しています）
→Scratchを使って体験します

＊ ワークショップex

18

自学研修のための補足
この授業の進め方等は、「相模原プログラミングプラン」に詳しく載っています。（本資料P.25に
掲載場所記載）それをみながら、このワークショップに挑戦してみてください。



プログラミングの体験を設定しやすい学習場面
抽出可能と判断した場
面が多かった教科の例

①コンピュータを活用した社会で行われている問
題解決を体験的に学習する場面

社会，音楽，家庭，技術，
など

②コンピュータをツールとし
て活用すると有用な場面

ア)認知の補助 理科，音楽，体育，など

イ)技能の補助 算数，音楽，など

ウ)表現の手段 国語，図工，など

エ)試行錯誤の補助 算数，数学，など 19

●学習指導要領から抽出した116の学習場面の傾向を検討し，
コンピュータを使ったプログラミングの体験を行う学習場面を設定

前提 プログラミング的思考は，コンピュータによるプログラミング
の体験を積み重ねることで自然に育成される

表１ プログラミングの体験を設定しやすい学習場面

相模原市の考えるプログラミングの
体験をいれた授業づくりのポイント

２相模原市の
考えるプログ
ラミングの授
業づくりのコ
ツ



①コンピュータを活用した社会で行われている問題解
決を体験的に学習する場面

学習内容が「コンピュータによる問題解決」を含んでいる
○社会「食糧生産」→農業の機械化
○理科「電気の働き」→センサとコンピュータで電気を制
御しているものの仕組みを学ぶ…など

例）社会

体験的な活動を通
して、機械化の視
点から、食糧生産
の今後を自分なり
を考えようとする。

プログラミングの体験を通
した機械化の体験
→自分事として食料生産
の問題を考えられる

調べ学習をしてレポートに
まとめる→人ごとに感じて
しまう児童も？

実際に機械化に取り
組む人の気持ちにな
れる体験活動に改善

20



①コンピュータを活用した社会で行われている問題解
決を体験的に学習する場面

社会にある問題をモデル化や効率化の視点から眺めたときに、コン
ピュータを働かせた方が良さそうな場面
○算数「関係を見つけて」→小学生に計算できない数学
的な関係の確かめ
○総合的な学習の時間「福祉」→体が不自由な方の動作を補助…など

例）算数

マッチ棒で１００段
のピラミッドをつく
るとき、合計で何
本必要なのだろ
う？

プログラミングで帰納的な
確かめができる
→現実の問題に対して小
学生でも取り組める

関係は見つけられるが、
小学生には計算できない
→学習課題にならない

より現実に近い課題を
授業で設定することが
可能に！

21
テキシコーという番組が参考
になります！



②コンピュータをツールとして活用すると

有用な場面
学習課題の解決の補助や手段として設定する
○状況をデジタル化して認知を補助

○線を引く、計算する、音を出す、色をつくるなどの技能
を補助…など

例）算数

もとの数の範囲
や、「以上」「以
下」「未満」を理
解する プログラミングしたツール

での学習活動
→帰納的な学習方法で理
解できる児童が増える

教科書の練習問題での学
習活動
→理解ができない子も

ICTを用いた授業改善
を行う

22



例）国語

児童が書いた
「ものがたりの
つづき」の文章
を表現しよう アニメーションをプログラミ

ングする学習活動
→プログラミングでねらう
資質・能力も育つ

絵や劇で表す学習活動
→絵を描くことや劇に関す
る資質・能力も育つ

プログラミングの体
験に変えてみる

23

②コンピュータをツールとして活用すると

有用な場面
学習課題の解決の補助や手段として設定する
○学習の成果を表現する手段
○試行錯誤の活動の補助（コピー、修正などが容易）



例）算数
正多角形の
作図における

プログラミング
の体験

図形を構成
する要素に
着目し、発展
的なかき方
や、見いだし
た図形の性
質を筋道立
てて考える

プログラミング教育の資
質・能力が裏で育つ

コンピュータって正確に
かけるんだなあ（知技）

意図した処理を行わせ
る論理的思考（思判
表）

もっと使ってみたいな
（主学態）

24

②コンピュータをツールとして活用すると

有用な場面
学習課題の解決の補助や手段として設定する
○学習の成果を表現する手段
○試行錯誤の活動の補助（コピー、修正などが容易）

何度も修正を
繰り返しなが
ら試行錯誤



●相模原市立小中学校で令和２年度以降取り組むプログラ
ミング教育の基本プランです。WEBで一般公開しています。

参考）相模原プログラミングプラン



●相模原市立小中学校で令和２年度以降取り組むプログラ
ミング教育の基本プランです。WEBで一般公開しています。

参考）相模原プログラミングプラン

プランの中には、
小学校１８事例、
中学校４事例につ
いて、全ての授業
の指導案例が掲
載されています。

（相模原市の学習
環境を想定してい
ます。）
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小１
①学活
ロボットと友達
になろう

20特別活動
にんじゃをうご
かそう

21図工
カラフルデジタ
ルアート

小２
②国語
スイミーのつづ
きを表そう

③国語
カンジーはかせ
の大はつめい

④生活
あったらいいなこ
んなおもちゃ

22音楽
楽器でドレミと
仲良くしよう

小３

小４
⑤算数
およその数の
表し方

⑥国語
研究レポートを
かこう

⑦理科
空気のあたたま
り方

小５
⑧社会
私たちの食生
活を考えよう

⑨算数
偶数と奇数

⑩家庭
明るくあたたか
く住まう工夫

⑪算数
比べ方を考えよ
う

⑫算数
正多角形の作
図

小６
⑬社会
災害に強いまち
をつくろう

⑭理科
わたしたちの生
活と電気

⑮算数
並び方と組み
合わせ方

⑯理科
自然と共に生き
る

23算数
関係を見つけて

中１

中２
⑰技術双方向
ソシャゲの問題
解決をしよう！

⑱技術計測・制御
タッチパネル式
自動販売機

技術計測・制御
惑星探査機でサ
ンプルリターン

技術計測・制御
月面探査ロー
バ

中３ 技術計測制御
自動改札機

⑲技術計測・制御

踏み切り

シューティングゲームをつくろう／卵をクリックしたらひよこが
生まれるアニメをつくろう／学校キャラクタをプログラミング、
など

海の世界に魚を泳がせる、など

プログラミングの体験／Scratchをはじめよう
／壊れた魚を動かせ／自動販売機、など

自動扇風機をつくろう／ドラゴン
をたおせ／micro:bit／すずめ追

い払い機／イルミネーション／単
位当たりの量／工業生産、など

壊れた魚を動かせ／自動販売
機／シューティングゲーム／マッ
クス農場に雨を降らせろ／プロ
グル平均値コース・公倍数コー
ス／自動稲刈機、など

●令和元年度12月までに実践された授業（教育委員会が見学等して把握）

自動運転車のプログラムを制作しよう

※点線の枠内は教育センターが
授業実施に関わっていないもの
（ICT支援員等からの報告）

参考）相模原市の授業の実践事例



導
入

展
開

ま
と
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ロボットと友だちになろう
ロボットを使った迷路クイズの作成をする
中で、論理的思考を身に付けるとともに、
友だちと協力し、クラスみんなで仲良くな
ることを目指します。

使用言語
アリロ
(アーテック）

教室の床に
カードを並
べグループ
で制作

※作成したプログラム例

〇学習課題の確認
ロボットといっしょに みんながなかよくなれ
るようにしよう。
そのためにグループごとにクイズをつくるよ。

プログラ
ミングの
体験

〇他グループの考えたク
イズのコースを試行錯誤
しながらつくる

〇友だちに問題を出すた
めのコースを協力して考
える

〇まとめ
ワークシートに本時の振り返りを書く。
「今日の活動を通して、みんな仲良くな
れましたか？」

本時の目標
仲良く助け合い学級生活を楽しくするとともに、日常
の生活や学習に進んで取り組もうとする態度を育てる。

●実践授業の展開例●
① 小学校１年生 学級活動

（ まい） （ まい） （ まい）

①スタートとゴールを決めよう

②つかうパズルをえらぼう

このクイズのレベルは
（ １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ）だよ

●考えるクイズの概要
①4×3マスのステージのスタートとゴー
ルを決め、ワークシートに書き込む
②実物を使ってスタートからゴールまで
の迷路を考え、使ったパズルカードの
種類とその数だけワークシートに書き
込む
③クイズの難易度を決める

クイズをかんがえる
のはむずかしかった
けれど、みんなでな
かよくできました。



29

にんじゃをプログラミングでうごかそう

プログラミングのソフトウェアを活用して忍
者を意図した通りに動かす活動を通して、
コンピュータやマウスの操作の練習を行
います。

使用言語
Viscuit
(Web版）
PC教室の
ノートPCで
個々に制作

※作成したプログラム例

導
入

展
開

ま
と
め

〇学習課題の確認

どうしてパソコンのにんじゃがう
ごくのか、はっけんしよう！

〇にんじゃを動かすプロ
グラムをつくろう
今日使うプログラミングの
ソフトウェアの使い方を学
びます。

プログラ
ミングの
体験

〇にんじゃを思い通り動
かしてみよう
意図した動作の通りにに
んじゃを動かす体験を行
います。

〇まとめ
にんじゃのゲームは、 ひとがつくって
いることを はっけんすることができた
かな？

本時の目標
プログラミング体験を通して、身近なパソコンのソフ
トは、人が作っていることに気づくことができる。

●実践授業の展開例●

できないことを解決
するのはむずかし
かったけど、そのこと
がたのしかったよ！

20 小学校１年生 特別活動



30

カラフルデジタルアート
カラフルティッシュアートという図工の作品
をデジタルで表すを通して、自分の思いを
表現することを楽しみます。

使用言語
Viscuit
(Web版）
PC教室の
ノートPCで
個々に制作

※作成したプログラム例

導
入

展
開

ま
と
め

〇学習課題の確認

コンピュータをつかってじぶん
のすきなもようをつくろう！

○カラフルデジタルアート
をつくろう！
基本の模様をみんなで
作った後、それぞれ自分
の好きな模様を作り、そ
の工夫を伝え合う。

プログラ
ミングの
体験

〇友だちの作品を鑑賞
しよう！
グループ内で友だちの
作品を鑑賞しあう。
友だちの作品のいいとこ
ろを伝えあう

〇まとめ
上手に模様を作ることはできたかな？

本時の目標
プログラミングでカラフルデジタルアートに取り組み、
自分の好きな模様を作ることができる。

●実践授業の展開例●

すごく綺麗な模様が
できたよ！今度は別
の模様を作ってみた
いな！

21 小学校１年生 図工



31② 小学校２年生 国語

スイミーのつづきを表そう
自分が想像した文章をアニメーションの
プログラムを表す活動を通して、たとえを
表すことばを使った文の工夫したかきか
たを体験的に学びます。

使用言語
Viscuit
(Web版）
PC教室の
ノートPCで
個々に制作

※作成したプログラム例

導
入

展
開

ま
と
め

〇学習課題の確認
スイミーの話の続きをアニメーションで
作って、感想を伝え合おう

〇自分の書いた物語の
文章をもとにしてアニメー
ションをつくる

プログラ
ミングの
体験

〇数人が物語の続きを朗読しなが
らアニメーションを見せる
たとえをあらわす言葉を表現するのに、ど
んな工夫をしたのか、についても発表しま
す。

〇ペア同士で物語の続きを発表し
てアニメーションを見せ合い、感想
を伝え合う
プログラミングのすごさではなく、たとえ
を表すことばをうまく表現できているか、
について感想を述べあいます。

〇まとめ
活動を通して、できるようになったこと
や分かったこと、楽しかったこと、次に
やってみたいことなどをふりかえる。

本時の目標
自分の作品に対する感想を持ち、さらに友だちと感想を伝
え合うことができる。

●実践授業の展開例●

「ゆらゆらとぎんいろ
にひかっている」をう
まくひょうげんできた
よ！



32③ 小学校２年生 国語

カンジーはかせの大はつめい

自分の書いた漢字やその部品を動かし、
漢字や熟語を作る活動を行うことで、楽し
みながら何度も漢字を書いたり、読んだり
できる場面を設定します。

使用言語
Viscuit
(Web版）
PC教室の
ノートPCで
個々に制作

※作成したプログラム例

導
入

展
開

ま
と
め

〇学習課題の確認
合体漢字をつくろう！
・教員のつくった見本を見て、どのような
動作をするプログラムをつくるのか、理解
する。

〇「Viscuit」を使い、合体
漢字作りに取り組む
作りたい合体漢字は、前時ま
でに考えてノートに書き残して
おくことで、活動にスムーズに
取りかかることができるように
する。

〇つくった合体漢字を見
合う
・「立」と「日」を合体して「音」
を作ったよ。
・「木」と「木」を合体して「林」
を作ったよ。

〇まとめ
いくつかの漢字を例示し、なんの漢字
の組み合わせでできているかを考える。

本時の目標
合体漢字作りを通して、漢字に興味をもち、漢字がいくつか
の部品から構成されていることに気付く。

●実践授業の展開例●

プログラ
ミングの
体験

わたしと同じぶひん
を使ったのに、ちが
うかんじをつくったと
もだちがいたよ。



導
入

展
開

ま
と
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「電子玩具」づくりを通して、試行錯誤の
力を身に付けるとともに、何気なく使って
いる、スイッチを押すと光や音が出たり動
くもののしくみに気付きます。

使用言語

アーテック
ブロック
(Studuino）
PC教室の
ノートPCで
個々に制作

※作成したおもちゃの例

〇学習課題の確認

プログラミングで、自分が考えたお
もちゃを動かしてみよう。

プログラ
ミングの
体験

〇自分がつくったおも
ちゃを発表する
何人かの児童に、できたおも
ちゃと、そのプログラムを説明
してもらう。

○説明書をもとに電子
ツールを組み立て、おも
ちゃの動きをプログラミン
グをする
・モーターで動かしたいな。
・ブザーで音を鳴らしたいな。
・明かりをつけたいな。
・ボタンを押したら、光ったり、
音楽が演奏されるようにした
いな。

〇まとめ
おもちゃづくりを通して「身の回りのおも
ちゃがどんなしくみなのだろう」という、
あなたたちの疑問はどうなりましたか。

本時の目標
自分の願いどおりに動くおもちゃのプログラミングを通して、
試行錯誤して課題解決に取り組み、電子玩具のしくみに気づく。

●実践授業の展開例●
④ 小学校２年生 生活

あったらいいな!こんなおもちゃ

つくっている人は、ど
うやって組み合わせ
たらいいかなど考え
ていると思いました。



34

楽きでドレミとなかよくなろう

プログラミングのソフトウエアを使って旋
律作りを行うことを通して、楽器を操作す
る技能に左右されず、自分の思う音楽を
旋律をつくることができます。

※作成したプログラム例

導
入

展
開

ま
と
め

〇学習課題の確認

コンピュータをつかって、せんりつを
つくり、おとをつなげてみよう！

○教科書を参考に７音で
メロディをつくろう！
７つの音を並べて旋律を
作り、それを奏でる楽器
を自由に決める。

プログラ
ミングの
体験

〇つくった旋律をともだ
ちと繋げよう！
つくった旋律をともだちと
つなげて、音楽を楽しむ。
いくつかのグループに発
表してもらう。

〇まとめ
みなさんは、旋律をつくるとき、何
を大切にしましたか？

本時の目標
音遊びを通して、音楽づくりの発想を得る。

●実践授業の展開例●

上手に旋律が作れ
たよ。音楽って楽し
いね！

22 小学校２年生 音楽

使用言語
Scratch2.0
(オフライン版）

PC教室の
ノートPCで
個々に制作



35⑤ 小学校４年生 算数

およその数の表し方
制作した「入力した数を四捨五入する計
算プログラム」を活用し、概数の範囲を自
分で確認する活動を通して、もとの数の
範囲や、以上、以下、未満を理解します。

使用言語
Scratch2.0
(Web版）
PC教室の
ノートPCで
個々に制作

※作成したプログラム例

導
入

展
開

ま
と
め

〇学習課題の確認
およそ１２cmのえんぴつは、何cmから
何cmの間の長さでしょうか。

〇四捨五入するプログラ
ムを制作する
個々にＳｃｒａｔｃｈ２.０で制作す
る。

プログラ
ミングの
体験

〇確かめた数を皆で共有する
数直線上などに、調べた数を並べると、
数字を使ってうまく範囲を表せないことに
気付く。

〇自分が調べたい数が、およそ１２
ｃｍの長さかどうか、プログラムを
使い確認する
12.41はどうだろう？11.51はどうだろう？
12.4999999999はどうなんだろう？

〇まとめ
四捨五入の考え方で、もとの数のおお
よその範囲を求められます。この範囲
は「〇以上、〇未満」と表します。

本時の目標
「以上」｢未満」｢以下」の意味を理解する。

●実践授業の展開例●

遊園地のアトラクショ
ンの身長制限などで
「以上」が使われて
いました。
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ま
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調査の対象としてプログラミング教材を活
用し、その過程で世の中のプログラムを
見つける、さわる、つくってみる体験を行
います。

※プログラミング体験の様子

〇学習課題の確認
メーカーから児童へ依頼
「プログラミング教材を使って遊び、学ん
だことを報告文にしてほしい」

〇報告文の型の確認

プログラ
ミングの
体験

〇自由に使い、学んだことを各自書
き出し、皆で共有する。
・各自でレポートにまとめるために必要な
情報として、体験から学んだことを文字に
起こし、記録を残す。
・そのことを皆で共有する。

○グループで協力し、報
告文を書くための調査・
収集を進める
・グループごとにレゴWEDO2.0
を、自由に使う。基本は、アプ
リ内に用意されたいくつかの
プロジェクトから1つを選び、取
り組む。
・制作したいものを自由に考え、
実現に取り組んでもよい。

〇報告文の作成
〇報告文の発表会
〇報告文をメーカーに送付

単元の目標 相手や目的に応じ、調べたことが伝わるように、段落
相互の関係などに注目して文章を書く能力を身に付けさせるとともに、
工夫しながら書こうとする態度を育てる。

●実践授業の展開例●
⑥ 小学校４年生 国語

研究レポートをかこう！

使用言語

レゴ
WEDO2.0
タブレットPC

でグループ
で制作

災害は、急に起こる
ので、センサなどが
必要なことがわかっ
た。



37⑦ 小学校４年生 理科

空気のあたたまり方
温度センサをプログラムで制御し、一定
時間ごとに正確な計測データの取得と記
録を行うことで、実験の考察をより深いも
のにします。

使用言語
「Linking」のブロックを追加したScratch2.0（オフライン
版をインストール）及びSizuku THA
PC教室のノートPCで個々に制作後タブレットPCで使用

導
入

展
開

ま
と
め

〇学習課題の確認
空気は、どのようにあたたまっ
ていくのだろうか。
・仮説は事前に立て、各グループ
ごとに受け持つ計測場所を決める。

〇個々にノートPC
で、実験用プログ
ラムを制作する

〇実験に使うプロ
グラムを班で１つ
選美、タブレット
PCに転送する

〇制作プログラムで
実験用の別教室の温
度の変化を測る
・温度を下げた別教室で
部屋のストーブを点け、
プログラムを一斉に実行
し、10分間データを記録
する。

〇まとめ
今日の実験は、金属や水のあたたまり
かたの実験となにがちがってましたか

本時の目標
空気の温度を測定するプログラムを用いて、部屋の空気のあた
たまり方を調べ、その過程や結果、気づきを記録している。

●実践授業の展開例●

そういえば家のお風
呂も、コンピュータで
温度を測っているな
あ。

プログラ
ミングの
体験

※「Linking」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です
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「農作業等の自動化」モデルのプログラミ
ングという、体験的な活動を通して、技術
の視点から食糧生産の今後を自分なりに
考える態度を養います。

使用言語
レゴWEDO2.0

Scratch2.0と
Shizuku THA
（docomo）
タブレットPCで
グループで制作
MESH（SONY）
の実践事例もあり※完成した機械モデル。発芽に適した温度

や湿度になると、自動的に種をばらまきする。
（実物はもっと巨大な想定）

〇単元のまとめの学習を行う（2H）
児童は「国内で安定生産できないこと」を問題として発見

〇安定生産するために機械化できることを考える(1H)
問題を解決する課題として、農業の機械化を課題として設定し、
個々に解決策を構想する。

プログラ
ミングの
体験

〇グループで制作したモ
デルを発表する
いくつかのグループの制作し
たモデルを見合い、各自のの
作業の参考にする。

○グループごとに解決策
を具体化する
似た構想をした児童でグ
ループを組み、アイデアを1
つに絞る

〇食料生産での問題解決を考える
プログラミングの体験をもとに、食料生
産が国民生活に果たす役割を考え、表
現する。

本単元の目標
技術の向上に着目し、プログラミングの体験を通して、食料生産に関
わる人々の工夫や努力を捉え、その働きを考え表現できる。

●実践授業の展開例●
⑧ 小学校５年生 社会

私たちの食生活を考えよう

〇構想した機械のモデル
をプログラミングで表す
グループごとに、構想に応じ
たセンサや教材を選択し、モ
デルを製作する。

今回、うまく問題解
決できなかったこと
は、工業の勉強をす
るとできるのかな？



39⑨ 小学校５年生 算数

偶数と奇数
ある不特定の数字が、あたり（偶数）か、
はずれ（奇数）か、を判定する計算プログ
ラムの制作を通して、整数の性質につい
て気付いたり、理解を深めたりします。

使用言語
Scratch2.0
(Web版）
PC教室の
ノートPCで
個々に制作

※作成したプログラム例

導
入

展
開

ま
と
め

〇学習課題の確認
１から４０のカードを、あたり、はずれに分
けています。あたり、はずれには、それぞ
れどんな数が集まっているか調べましょう。

〇あたりはずれを判定す
るプログラムを制作する
個々にＳｃｒａｔｃｈ２.０で制作す
る。

プログラ
ミングの
体験

〇確かめたおよそ１２ｃｍ
の数を皆で共有する
あたりは2で割り切れ、1の位
が０，２，４，６，８で、はずれ
は2で割ると１余り、1の位が
１，３，５，７，９であることに気
付く

〇導入で登場しなかった数や大き
な数のあたりはずれをプログラム
で確認する

〇まとめ
今日は、数の決まりを見つけられるよう
になりました。生活の中で、数の決まり
を見つけだす場面はありますか。

本時の目標
乗法及び除法に着目し、観点を決めて整数を類別する
方法を考えたり、数の構成について考察すること。

●実践授業の展開例●

この先学習する、公
約数や公倍数でもこ
の考え方を使うのか
な、と気付きました。
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健康で清潔で気持ちがいい「快適」な住
まいの工夫を自動化できないか、と考え
る過程で、どのような人でも家庭環境を
整えられるよう考える態度を養います。

使用言語
MESH
(SONY）
iPadを使い

グループで
制作

※作成したモデル（加湿システム）の例

〇学習課題の確認

班ごとに考えた、快適な住まいの
工夫の自動化モデルについて確
認する。

プログラ
ミングの
体験

〇あるグループのモデルを発表して
もらい、そのモデルが快適な住まい
を実現できそうか討議する
批判的思考をはたらかせながら、よりよい
モデルにしようとする方向に向かうよう、
討議の進行を整理する。

○班ごとにMESHを使い、
快適な住まいを自動で達
成するモデルづくりをする

〇まとめ
一人ひとりが気付いたことを表出できる
よう、ワークシートに振り返りを書く場を
設ける。

本時の目標
誰もが快適に過ごすための住まいの工夫について、自動化のモ
デルづくりを通して、利便性の高い方法を考えることができる。

●実践授業の展開例●
⑩ 小学校５年生 家庭

明るくあたたかく住まう工夫
〇課題解決につまづくグ
ループが増えてきたら、
作業を止め、解決のヒン
トを共有する

自動化すると、身体
が不自由な人や小さ
い子も簡単にできる
ので、便利です。



41⑪ 小学校５年生 算数

比べ方を考えよう(百分率)
プログラミングの体験を通して、どうすれ
ば落ちや重なりがなく、起こり得る全ての
場合を順序よく整理して列挙できるか、工
夫して考えます。

使用言語
Scratch2.0
(Web版）
PC教室の
ノートPCで
個々に制作

※作成したプログラム例

導
入

展
開

ま
と
め

〇学習課題の確認

コンピュータをつかって、円グラフをつくろう。

〇作ったプログラムを皆
で共有する

〇まとめ
今日の学習を振り返って感じたことは
なんですか？

本時の目標
プログラミングを通して百分率への理解を深める。

●実践授業の展開例●

プログラ
ミングの
体験

〇円グラフをつくるプロ
グラムに必要な動きと
順序を確認する

〇コンピュータを使って
円グラフをつくる
途中、共通してつまづいて
いるところについて、全体で
の、児童同士の意見交換で
解決を促す。

普段、自分で円グラフ
をかくのは大変だけれ
ど、コンピュータを使う
と、うまくかける。

都道府県 和歌山 愛媛 静岡 熊本 長崎 佐賀 その他 合計

収穫量 168900 137800 121800 91600 60900 53000 261900 895900

割合(%) 19 15 14 10 7 6 29 100

都道府県別のみかんの収かく量と割合(2013年)



42⑫ 小学校５年生 算数

正多角形の作図
正多角形の作図のプログラミングを通し
て、図形を構成する要素に着目し、発展
的なかき方や、見いだした図形の性質を
筋道立てて考えます。

使用言語
Scratch2.0(Web版）
PC教室のノートPCで
個々に制作
プログル
の実践事例もあり

※作成したプログラム例

導
入

展
開

ま
と
め

〇学習課題の確認

正六角形をかくプログラムを考えよ
う。

〇作ったプログラム
を使って他の正多角
形を作図する
数値を変化させることで
他の正多角形を作図で
きることに気づく。

〇まとめ
様々な正多角形をかくためには、どん
なことに注目して考えれば良いと思い
ますか。

本時の目標
図形の性質を活かし、プログラミングを用いて正六角
形やその他の正多角形を作図する方法を考える。

●実践授業の展開例●

プログラ
ミングの
体験

〇正六角形のかき
方を考える
サンプルプログラムの動
きを確認し、図形の性質
を基に、角度や繰り返し
の回数を考える。

考えた方法について発
表活動を通しながら、全
体で共有する。

図形の性質に注目
するといいよ。角が
とても多い図形はま
るで円みたい。
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「災害時に自動化すること」モデルのプロ
グラミングという、体験的な活動を通して、
災害に強いまちづくりに自分ができる事を
考えようとする態度を養います。

使用言語

レゴ
WEDO2.0
タブレットPC

でグループ
で制作

※作成したモデル（自動土砂撤去車）の例

〇学習課題の確認

災害に強いまちをつくるために自
動化した方が良いことを表そう。

プログラ
ミングの
体験

〇グループで制作したモ
デルを発表する
何人かのグループにできたモ
デルとそのプログラムを説明
してもらう。

○グループで考えた、災
害時対策のための自動
化モデルをつくる
※前時に、災害対策の仕事を
している人と相談した「災害時
に自動化しているとよいこと」
をもとに、自動化モデルを考え
てある
・意図したことが実現できるよ
うにするため、困っているグ
ループがあるときはクラスでそ
の解決方法を共有する。

〇まとめ
今日の学習を通して「災害に強いまち
づくり」に必要なことは何だと考えます
か。

本時の目標
プログラミングの体験を通して、災害に強いまちづく
りを考えることができる。

●実践授業の展開例●
⑬ 小学校６年生 社会

災害につよいまちをつくろう

自分たちの避難準
備と、機械の自動化
を進め、少しでも被
害を減らすことです。
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電気の効率的な利用について、目的に合
わせてセンサーを使い発光ダイオードの
点灯を制御するプログラミングの体験を
通して、その仕組みを学習する。

使用言語
レゴWEDO2.0
タブレットPCで
グループで制作

アーテックブ
ロック
MESH（SONY)

の実践事例も
あり※作成した実験装置の例

〇学習課題の確認

ためた電気を使って明かりを必要
なだけつけ、長くもたせよう。

プログラ
ミングの
体験

〇制作したプログラムを
発表しよう
例）見えないところでも現在つ
いているのかわかるよう、人
感と消灯の際に音で知らせて
くれる。

○回路、人感センサで制
御するスイッチとプログラ
ムの制作
・グループごとに基本の実験
装置を制作する。

〇まとめ
効率よく電気を使うために、センサやコ
ンピュータが使われています。限りある
エネルギーを普段も大事に使いましょう。

本時の目標
電気を効率的に利用するために、科学的検証に基づい
たものづくりを考えることができる。

●実践授業の展開例●
⑭ 小学校６年生 理科

わたしたちの生活と電気

○プログラムを変えてよ
りエネルギーを効率よく
利用できないか考えよう
・グループで協力し、プログラ
ムの制作と検証を行う。

身の回りに、たくさん
のコンピュータで使
われたものがあると
気づきました。



45⑮ 小学校６年生 算数

並び方と組み合わせ方
プログラミングの体験を通して、どうすれ
ば落ちや重なりがなく、起こり得る全ての
場合を順序よく整理して列挙できるか、工
夫して考えます。

使用言語
Scratch2.0
(Web版）
PC教室の
ノートPCで
個々に制作

※作成したプログラム例

導
入

展
開

ま
と
め

〇学習課題の確認

コンピュータをつかって、ヒントからパス
ワードの数字を当てましょう。

〇作ったプログラムを皆
で共有する

〇まとめ
今日の学習を振り返って感じたことは
なんですか？

本時の目標
順列について、落ちや重なりのないように調べる方法をコンピ
ュータを用いて考え、コンピュータの良さを知り、関心を持つ。

●実践授業の展開例●

プログラ
ミングの
体験

〇コンピュータを用いて、
ヒントからパワードを明ら
かにする
・落ちや重なりがないようにプ
ログラムを組むためには、ど
のように計算を組めばよいか、
論理的に思考錯誤する。
・教室内に、いくつかパスワー
ド入力用のコンピュータを用
意しておき、解けた児童はそ
こに数字を入力して確認する。

ヒント１ パスワードは6ケタの整数で99と
999の公倍数です

ヒント２ パスワードの7倍を9999で割ると、
あまりは99です。

コンピュータは今日みた
いな複雑な計算が得意だ
から、人間のやることとコ
ンピュータのやることをう
まく分けられるとよい。



46⑯ 小学校６年生 理科

自然とともに生きる
プログラミングで制御できる教材を発表の
手段として試行錯誤しながらつくりあげる
体験を通して、コンピュータの便利さや試
行錯誤する力を育成します。

※作成したプログラム例

導
入

展
開

ま
と
め

〇学習課題の確認

環境問題について調べたことを発表する
準備を行います。
発表資料作成担当と、解決方法提示担
当に分かれて、計画通り活動しましょう。

〇解決方法提示担当
・プログラミングの教材を用い
て、環境問題の解決方法のモ
デルを作成する。
例）ヘリコプターの救助につい
て紹介したい。例）ゲリラ豪雨
対応として水門を紹介したい。
センサを活用してスムーズに
開閉させるためにはどうした
いいかな。

〇まとめ
自分自身と自然のつながりに気付くこ
とができましたか？

本時の目標
身近な環境問題やその解決方法について考えたり、調べたことを発表
にまとめる活動を通して、自分自身と自然のつながりに気付くことが
できる。

●実践授業の展開例●

プログラ
ミングの
体験

〇発表資料作成担当
・プレゼンテーションソフトや模造紙を使っ
て、発表資料を作成する。
例）見出しを大きく使ってテーマを捉えさせ
たいよ。
例）普段見えないところ写真を使って表現
するといいと思うよ。

環境問題の解決にも
コンピュータが役立っ
ているんだね。

使用言語

レゴ
WEDO2.0
タブレットPC

でグループ
で制作



4723 小学校６年生 算数

関係を見つけて
マッチ棒でつくる100段のピラミッドに必要

なその本数について、関係性を見いだし、
コンピュータのプログラムで式を表すこと
で、関係性が正しいのかを確認します。

使用言語
Scratch3.0
(Web版）
PC教室の
ノートPCで
個々に制作

※作成したプログラム例

導
入

展
開

ま
と
め

〇学習課題の確認
左の図のようにマッチ棒を並べて、ピラ
ミッドをつくります。100段のピラミッドをつ

くるには、マッチ棒が全部で何本必要です
か？

〇ピラミッドの段数とマッチ棒の数
の関係を探ろう！
図や表を用いて、ピラミッドの段数とマッチ
棒の総数がどのような関係にあるのか考
察します。

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の

体
験

〇100段のピラミッドをつ
くるマッチ棒の数をコン
ピュータに計算させる
見つけた文字式のアルゴリズ
ムをScratchの命令で表し、
100段の時のマッチ棒の数を
明らかにする。

〇ピラミッドの段数とマッチ棒の数
の関係を文字式に表す

〇まとめ
今回のような考え方で２つの数字の関
係を見つけたことがありますか？算数
の時間以外のことを教えてください。

本時の目標
伴って変わる二つの数量を見いだして、それらの関係に着目し、
表や式を用いて変化や対応の特徴を考察すること。

●実践授業の展開例●

理科の実験で、ゴム
の伸びと車の走る距
離がこのような関係
でした。
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ソーシャルゲームの遅延問題の解決を入
り口としたプログラミングによる問題解決
を通して、ネットワークの仕組みの理解や
技術的課題解決力を育成します。

使用言語
Scratch1.4
PC教室の
ノートPCで
個々に制作

※基本形のプログラムの例

〇学習課題の確認

ソーシャルゲームの問題を解決す
るプログラムを制作しよう！

プログラ
ミングの
体験

〇制作途中のプログラム
を発表する。
何人かに、できたプログラム
と、どのようなプログラムの工
夫を行ったか説明してもらう。

○プログラムの改良
・サーバとなるコンピュータを
準備し、改良したプログラムの
動作確認、デバック等を行い、
自ら解決できるようにする。
・共通の解決策が作成できた
生徒は、自分が考えた解決策
のプログラム制作に取り組む。
その際、どのような条件の下
で、どのようにプログラムを最
適化するかといった視点で検
討させる。

〇まとめ
今後のプログラムの制作に活かせるよ
う、制作で気づいたこと、考えたことを
書き残す。

本時の目標
技術の見方・考え方を働かせてネットワークの特徴を捉え、そ
のことを考慮して情報処理の手順を工夫することができる。

●実践授業の展開例●
⑰ 中学校２年生 技術

ソシャゲの問題解決をしよう！

サーバと通信すると
きは、変数の名前を
きちんと決めないと
うまく動かない。
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タッチパネル式自動販売機のUIと制御プ

ログラムの制作における問題解決を通し
て、計測・制御システムの仕組みの理解
や技術的課題解決力を育成します。

使用言語
ScratchX
PC教室のノートPC
で個々に制作

レゴマインドス
トームEV3
タブレットPCと接

続しファイルを呼
び出す

※自動販売機モデルの基本形

〇学習課題の確認
タッチパネル式自動販売機を社会に実
装した際に起こるエラーを想定し、プロ
グラムの改良による解決策を考えよう。

プログラ
ミングの
体験

〇プログラムの制作
・まずは、全員共通の課題に
挑戦する。
・できたものから、個々に設定
した課題を解決するプログラ
ムを制作する。

○課題の設定
・ワークシートを用いて、社会
に実装した際の問題点を考え
る。
（全員共通の課題）
規定外のお金が投入された際
に対処するプログラム。
（個々の課題）
それ以外の想定外に対処す
るプログラム。

〇まとめ
今後のプログラムの制作に活かせるよ
う、制作で気づいたこと、考えたことを
書き残す。

本時の目標
使用目的や使用条件を考慮し、情報処理の手順を工夫して、
エラー処理のプログラムを設計することができる。

●実践授業の展開例●
⑱ 中学校２年生 技術

タッチパネル式自動販売機

実際の自動販売機
には、どんなプログ
ラムが入っているの
だろう。



３今年はこうしてみよう！

①まず、先生が
プログラミングに挑戦
しましょう！

②学校の教育計画にプログ
ラミングの体験の場面を
位置付けましょう！

③さっそく、
プログラミングの体験の
授業をしてみましょう！ 50
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①先生がプログラミングに挑戦しよう！

プログラミングを体験できる場所は、インターネット上にもたくさん
あります。まずは先生が楽しみながら体験してみてください。

この他にも色々あるのでチャレンジしてみましょう

●文部科学省
小学校プログラミング用研修教材

文部科学省の研修教材で、動画の解説なども見ることが
できます。

３今年は
こうして
みよう！

51

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/d
etail/1416408.htm

http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kyouikucenter/.puroguraminnguhtml.html

●相模原市教育センター
プログラミングを勉強しよう

休校期間中の子どもたちを応援するサイトに、プログラミ
ングのコーナーを準備しています。



①先生がプログラミングに挑戦しよう！

52
小学校学習指導要領に示されている範囲
での実施で十分です！

補足コンピュータの仕組みとか、プログラミン
グの活かし方とか、勉強して覚えないと
いけないのかな？

小学校段階の知識・技能は、あくまで認知です！
手引の第二版P.12には、

プログラムを作成する上でのアルゴリズム（問題を解決する手順を
表したもの）の考え方やその表現の仕方、コンピュータやネット
ワークの仕組み、コンピュータを用いた問題の発見・解決のための
知識及び技能等については、中学校や高等学校の各教科等で学
習しますので、小学校段階では、こうしたことへの「気付き」が重要
と考えられます。

と示されています。

３今年は
こうして
みよう！

52
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②教育計画にプログラミングを入れよう
もう教育計画の中にプログラミング体験は計画されているで
しょうか。まだの場合には計画をしてみましょう。

３今年は
こうして
みよう！

53

学年段階 教科 内容

１年

２年

３年

４年

５年

６年

昨今、教育のICT化は急速に推し進められ
ており、プログラミング教育の必要がさらに
高まっています。児童がコンピュータを用い
た問題解決の力を適切に身につけられる
よう、まずは全ての学年で１回の体験を設
定してみましょう。
その際には、教科書に記載してある体験や、
相模原プログラミングプランを参考にしてみ
てください。
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②教育計画にプログラミングを入れよう
もう教育計画の中にプログラミング体験は計画されているで
しょうか。まだの場合には計画をしてみましょう。

３今年は
こうして
みよう！

54

学年段階 教科 内容

１年 図工
Viscuitでカラフルデジ
タルアートをつくる

２年 生活
プログラミング教材を
利用しておもちゃづくり
をする

３年 音楽
Scratchでせんりつづく
りをする

４年 社会
プログラミング教材を
利用して自動ゴミ箱を
つくる

５年 算数
プログルで正多角形
の作図をする（教科
書）

６年 理科
プログラミング教材を
利用してセンサで点灯
する照明を実験する

昨今、教育のICT化は急速に推し進められ
ており、プログラミング教育の必要がさらに
高まっています。児童がコンピュータを用い
た問題解決の力を適切に身につけられる
よう、まずは全ての学年で１回の体験を設
定してみましょう。
その際には、教科書に記載してある体験や、
相模原プログラミングプランを参考にしてみ
てください。

例



相模原市の授業事例やプログラミングプランでは、A、B、Cと
いう分類については掲載していません

参考）手引(第二版)以降における授業の分類
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A分類

B分類

C分類

A、B、Cの順に
重要度が下が
るように捉えら
れていた

Ａ
分
類

Ｂ
分
類

Ｃ
分
類

A、B、Cの重要
度は並列である
ことを示した

●第一版で受け取られたイメージ ●第二版以降で示したいイメージ

●小学校プログラミング教育の手引（第三版）P.23より

プログラミング教育は、学習指導要領に例示した単元等はもちろんのこと、多様な
教科・学年・単元等において取り入れることや、教育課程内において、各教科等と
は別に取り入れることも可能であり、児童がプログラミングを体験しながら、コン
ピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるため
の学習活動を行う必要があります。

「教科の学びを「必ず」達成しなければならない」という授業づくりの基本姿勢が、
プログラミング教育推進にあたってのハードルになっていたのでは、
ということを受けた変更 → 実践例を追加することで、その意図をより明確化した



参考）手引のカリキュラムマネジメントの考え方

言語能力 情報活用能力 問題発見・解決能力

年間３５週

＊年間４２週程度

学期に１回程度？

プログラミングの体験

総則
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参考)さがみはら教育163号もご覧ください!

相模原市教育センター
では、教育情報誌とし
ての｢さがみはら教育｣
の編集・発行を行い、
学校等への教育情報
の提供を行っています。
（年1回発行）

これまでは有償刊行物
として発行していまし
たが、第163号からは、
WEB上で無料公開に
なっています。

第163号はプログラミン
グ教育の特集号に
なっていますのでぜひ
ご覧ください。

http://www.sagamihara-kng.ed.jp/kensyu-han/sakyou/sky163/sky163.html



③今学期にさっそく、プログラミングの
体験の授業をしてみましょう！

今年度は、圧縮された教育課程の実施で、多くの苦労が想定されま
す。
その時、今後の社会の有り様を考えた時、
「プログラミング教育なんかしている時間はない」ではなく
「プログラミング教育で目指すものをどのように教育過程に溶け込ま
せたらよいのだろう」と発想していただけないでしょうか。

現在の問題を、
コンピュータやネットワークを活用した
問題解決の方法を構想したり
実現する児童生徒の育成のために、
本年度から始まる
プログラミング教育の充実が図られる
ことを期待しています。

３今年は
こうして
みよう！



プログラミング教育は今後の
社会で生きるために必要な力
を身につけるものです！
今後の社会に必要な
問題解決力を育成を
子どもに育成するため、
みんなでがんばろう！

まとめ
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以下、教育委員会向け資料



以上の３つの視点を元に、自治体の予算や構築環境、規模
に合った教材、環境を準備します

（１）教員の「こんな児童生徒を育てたい」「こんな授業をしたい！」
という思いを達成できる教材、環境

（２）教員の抵抗感が少なく、誰でも使える教材、環境

（３）教育課程の実施を実現できる教材、環境
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→使えるようになるためのサポート体制もセットで整備

マニュアルの作成、研修（センター等で、訪問で、メンターを育成して、
など）、ICT支援員の活用など

→教科書等も含め、そのための視点の詳細は以降のスライド

教材、環境を準備するための視点
＊プログラ
ミング教育
の教材・環
境整備

→「この教材で、何か授業をして」は失敗の王道パターン



(1)「こんな児童生徒を育てたい」「こん
な授業をしたい」というイメージを持つ

62

夏休みの間、クラスの育てたお花の水
やりはどうしたらいいかな？

順番で係を決
めて水をやろう

誰かが持って
帰ろう

プログラミングの教材を
使って自動化しよう

水やりって、
どんな手順
だっけ？

土が乾いた
かはかる

水をやる

しばらく待つ

乾いた

まだ乾いてない

学校のプログラミングの教材を利用した
自動灌水器の開発

プログラムの仕
組み等の理解
と、問題解決へ
活用する態度
の発揮

プログラミング
的思考の発揮

先生も教育委員会も「この姿のためにどんな授業」が大事です

＊プログラ
ミング教育
の教材・環
境整備



(2)教員の抵抗感が少なく、誰でも使える
教材、環境
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＊プログラ
ミング教育
の教材・環
境整備

①各教員の授業実践→全校での授業実施
学年を絞る、次期を絞る、教科の授業にする

②次の要件を備えた研修の実施

③メンターの育成
委員会だけでなく外部と連携して行う

④授業事例の周知

公開授業の実施と報道提供や、ICT支援員を活用する

ア プログラミング教育全般についての理解
イ プログラミング言語や、プログラミング教育用の教材を活用するスキルの向上
ウ 各教科等の時間におけるプログラミングの授業づくりのしかた

４、５、６年生 ２学期 算数科で算数の専門家に相談連
携

連
携

※令和２年度からは小１〜中３全てで実施予定

● 誰でも使えるようにするための環境整備が大事



●各教科等の学習指導要領解説（手引）での体験の例示を整理すると…

（１）コンピュータでプログラムを制作してその結果を画面で確かめる体験

→①画面上で動作を確認できる教材

（２）センサの情報をもとに通電を制御するプログラムを制作する体験
（３）身の回りでコンピュータ制御されているもののプログラムを制作する体験

→②プログラムにより通電の制御を行うことのできる教材

（４）カード等を利用して手順を並び替える体験等が例示

→③カード等の紙教材
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ただし、アンプラグドコンピュータサイエンスの教材は内容の選定を慎重に
それを使った体験のみにならないよう、注意が必要

児童にとっては、イメージしやすく最適な体験を行うことのできる教材
先生には、汎用性が高いほどハードルを高く感じさせる原因

ア 小学校でのプログラミング教材検討の視点

(3)教育課程の実施を実現できる教材、環境
＊プログラ
ミング教育
の教材・環
境整備

採択した教科書に使われている教材も考慮



●技術の学習指導要領解説での例示を整理すると…

（１）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

→①画面上で動作を確認できる教材
ただし、次の要件をさらに満たす必要がある。
【１】２台以上のコンピュータ間で通信する
【２】画面上で複数のメディアを統合的に制御する
→さらに、PCの動作環境や通信環境，規約が制約条件になる

（２）計測・制御システムの製作、制作

→②プログラムにより通電の制御を行うことのできる教材
ただし、次の要件をさらに満たす必要がある。
【１】実物のセンサ，アクチュエータ等も付属
【２】その構成や動作の仕組みを生徒が設計・製作できる
【３】その制御プログラムを生徒が設計・制作できる
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(3)教育課程の実施を実現できる教材、環境

イ 中学校でのプログラミング教材検討の視点

＊プログラ
ミング教育
の教材・環
境整備



SCRATCH（スクラッチ）【MITメディアラボ】
https://scratch.mit.edu

ブロック状の命令を組み合わせて命令を組んでプログラムを作
ることのできる教育向けのビジュアル型プログラミング言語です。
現在、バージョン3.0が基本的にWEB上で使うことができますが、
2つ前のバージョン1.4であれば、「メッシュ機能」の設定をするこ

とで、中学校技術で新たに内容に加わった「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」の授業を展開
することも可能です。
また、NHK for Schoolで「Why?プログラミング」
（http://www.nhk.or.jp/sougou/programming/）という番組が制作
されています。

Viscuit(ビスケット)【合同会社デジタルポケット】
https://www.viscuit.com

「めがね」を使って、変化を示すことで、直感的にプログラムを
作ることができるビジュアル型プログラミング言語です。Android
とiOSのアプリもあるので、スマートフォンやタブレットPCで利用す

ることも可能です。ビスケットプログラミングコンテストでの入選
作品を遊んだり、そのロジックを見ることができる「ビスケット パ
ズルコレクション」というアプリも配信中です。
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①画面上で動作を確認できる教材



プログラミン【文部科学省】
http://www.mext.go.jp/programin/

SCRATCHを参考に制作された、ビジュアル型プログラミング言語で、
簡易に扱うことができます。
※プログラミンはadobe FLASHで動作しており、サポートの終了する2020年以
降の運用は未定です。現状での体験には適した教材と考えられます。

プログル【特定非営利活動法人みんなのコード】
https://proguru.jp

小学校の各教科等の授業に利用できるよう、特化されていることが
大きな特徴のビジュアル型プログラミング言語です。そのため、まず
教科の授業からプログラミングの体験を、と考えている先生におすす
めです。その他、小学校でのプログラミングの授業実践事例を載せ
た「プロカリ」（https://procurri.jp/）というサイトも授業のイメージをもち
やすいのではないでしょうか。

Hour of Code【Code.org】
https://code.org

プログラミングの基礎について、課題をクリアしていくことで、楽しく
身に付けることのできる、様々なコンテンツが掲載されたサイトです。
皆になじみ深いキャラクターと一緒にプログラミングを学べます。基
本を学びながら、プログラミングを覚えていきたい人におすすめです。 67

①画面上で動作を確認できる教材



ドリトル【大阪電気通信大学兼宗研究室】
https://dolittle-es.eplang.jp
ダウンロード版：https://dolittle.eplang.jp/

なでしこ【くじらはんど】
https://nadesi.com/top/

両方とも、日本語の命令を使って、プログラムをつくることので
きる、テキスト型プログラミング言語です。中学校技術で新たに
内容に加わった「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」の授業を展開することも可能です。教科書
会社などがその事例を公表しているので、WEB上で検索すると、
詳細を知ることができます。

68

①画面上で動作を確認できる教材

以上にあげた７つの教材は、開発者の好意により、基本的に無料で使用することができます。



（１）使用する教材が利用可能なコンピュータ環境を（ブラウザや，OS等）確認

（２）キーボード，マウス等を利用し，ある程度の長い時間，操作を行う事も
考えられるため，健康への留意や操作性，授業の効率化を考えて，ある
程度の大きさの画面や入力装置が備え付けられたＰＣも検討

（３）児童に作成したファイルを保存させる場合，個々の児童の保存領域を
設ける管理ソフトウェア等を検討
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・Widows10でなければ動かないものが大分増えました
・IEで動かないものも増えてきています（Scratch3.0など）
・教材との接続にインターネット環境が必須の場合もあります

・キーボード操作の習得は必須です。マウス、キーボードを使った、ファイル
作成ができるようなコンピュータの整備に留意しましょう

・情報モラルやセキュリティの指導にも関わります
・授業支援ソフトを上手に利用することで解決が可能です

ウ 小学校における使用環境検討の視点

(3)教育課程の実施を実現できる教材、環境
＊プログラ
ミング教育
の教材・環
境整備



（１）小学校の環境整備に基本的に準じるがPC教室は要整備

（２）技術科で双方向性のあるコンテンツのプログラミングが必修化された
ため，コンピュータネットワークの構築が必要

（３）計測・制御のプログラミングで利用する教材は，Bluetooth等の無線通
信を利用し，プログラムの書き込みや，機器からの情報の取得をするも
のもあり、使用するコンピュータが規格を満たしているか等，を要確認
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・校務系ネットワークと切り離した学習系のネットワークの利用が基本
・ネットワークの構成は使用する教材にも依存する事が考えられるため，
どの教材を使用するのかも含めた検討が必要

・自治体のサーバで設定しているセキュリティでは動作ができないプラグイン
を使うか可能性もあります。

エ 中学校における使用環境検討の視点

(3)教育課程の実施を実現できる教材、環境
＊プログラ
ミング教育
の教材・環
境整備



① コンテンツのプログラムを制作すること

② 双方向性があること

③ ネットワークを利用していること

④ 順次、分岐、反復の処理の構造が学べる学習内容で
あること

⑤ メディアの最適化が設計に含まれること

参考）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の要件

参考）指導要領解説での説明

• コンテンツとは，デジタル化された文字，音声，静止画，動画などを，人間にとって意味のある情報として表現

した内容を意味している。

• ネットワークを利用した双方向性とは，使用者の働きかけ（入力）によって，応答（出力）する機能であり，その

一部の処理の過程にコンピュータ間の情報通信が含まれることを意味している。

• 利用するネットワークは，インターネットに限らず，例えば，校内ＬＡＮ，あるいは特定の場所だけで通信できる

ネットワーク環境も考えられる。

• 設定した課題を解決するために，適切なプログラミング言語を用いて，安全・適切に，順次，分岐，反復という

情報処理の手順や構造を入力し，プログラムの編集・保存，動作の確認，デバッグ等ができるようにする。

• コンテンツに用いる文字や静止画などのメディアは，記憶媒体としてのメディアではなく，文字，音声，静止画，

動画など，表現手段としてのメディアを指している。



① システム全体を設計し、制作できること

② 順次、分岐、反復の処理の構造が学べる学習内
容であること

③ アクチュエータの動作設定だけではいけないこと

参考）計測・制御システムのプログラミングの要件

参考）指導要領解説での説明

• 全体構成やアルゴリズム，データの流れを図に表す力，計測・制御システムの仕組み

を理解させ，安全・適切なプログラムの制作，動作の確認及びデバッグ等ができるよう

にすること。

• 設定した課題を解決するために，適切なプログラミング言語を用いて，安全・適切に，

順次，分岐，反復という情報処理の手順や構造を入力し，プログラムの編集・保存，

動作の確認，デバッグ等ができるようにする。

• 制作活動においては，アクチュエータなどの微細な動作設定が中心とならないように

配慮する。



ア 自治体の予算や構築環境、規模に合った教材、環境を準備

イ ソフトウェアのインストールについて、どのような方法、
手順で可能なのかを確認

ウ 「コンピュータを使わないプログラミングの体験」だけでは困る

73

→PC教室のソフトウェアとして導入、消耗品として各校で購入、セン
ターで購入したものを貸出など

(4)その他の気にすべき点

→Webブラウザは対応しているか、機器の接続は可能か、その通信

規格は何か、できない場合（フィルタリングなど）の準備について保守
業者との契約はどうなっているかなど

→アンプラグドコンピューティングの教材を準備したことが、プログラミ
ングの教材、環境を準備したことにはなりません

＊プログラ
ミング教育
の教材・環
境整備



（１）学習指導要領

（２）各教科等の学習指導要領解説

（３）小学校プログラミング教育の手引

（４）「小学校教材整備指針」 「中学校教材整備指針」

（５）理科教育設備整備費等補助金
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参考）教材整備等の予算要求の根拠

P.22 プログラミング教育は、学習指導要領に例示した単元等はもちろん
のこと、 (中略) 学習活動を行う必要があります。
P.26 A-②理科学習活動の例示（モノで行う事例のみが提示されている）

第１章 総則 第2の2の（１）、第3の1の(3)
算数、理科、総合的な学習の時間の本文

小学校 総則、算数、理科、総合的な学習の時間
中学校 技術・家庭

手
引
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い



プログラミング教育の研修における要件
＊プログラ
ミング教育
の研修
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要件１ プログラミング教育の目標やプログラミング
的思考等，プログラミング教育全般について
理解する。

要件２ プログラミング言語やプログラミング教育用の
教材を活用するスキルを向上する。

要件３ 各教科の時間におけるプログラミングの授業
づくりについて学ぶ。

教育課程との整合性のある講義は指導主事など、プログラミ
ング教育の理念や概念等を学術的に学ぶ時は大学教授など

プログラミング教育に関する企業や法人，自治体で使用を決
めているソフトウェアの開発会社に依頼など

先進的に取り組んでいる自治体や学校、市内で先行して実施し
ている学校の教員、指導主事など



その他、研修における留意点
＊プログラ
ミング教育
の研修

76

I. プログラミング教育の大きな課題が、ほとんどの教
員に授業の経験がないことであるため、授業の計
画の仕方、教材の提示の仕方，板書の活用の仕方
等について丁寧に研修することから始めてみる

II. 複数の研修を通して要件を満たすよう研修を計画
する

III. 校内研修が図られるよう仕組みをつくる

IV. できれば管理職対象のカリキュラムマネジメントの
研修の中に，プログラミング教育のことについて触
れる時間を設けたい
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前提）次の要件を備えた研修の実施
ア プログラミング教育全般についての理解
イ プログラミング言語や、プログラミング教育用の教材を活用するスキルの向上
ウ 各教科等の時間におけるプログラミングの授業づくりのしかた

項
番

教員研修名(対象)
/要素/時間(h)

教員研修の内容

１
プログラミングの基礎①(小
中学校/)ア/１

プログラミングの基本であるプログラミング的思考について，アンプラグドコン
ピューティング（コンピュータを用いないプログラミング）の活動を通して学ぶ。

２
プログラミングの基礎②(小
学校)/イ/２

NHK for Schoolの番組「Why?プログラミング」を活用し，Scratchを用いたプロ
グラミングについて学ぶ。

３
プログラミングの基礎③(中
学校)/イ/１

プログラミング用教材（レゴマインドストームEV3）を活用した計測・制御の教材
操作について詳しく学ぶ。

４
プログラミングの基礎④(小
学校)/イ/１

プログラミング用教材（レゴWEDO2.0）を活用した計測・制御の教材操作につ
いて詳しく学ぶ。

５
プログラミングの授業づくり
(小学校)/アイウ/２

全小学校の４年生の担任の教員の希望者が参加し，算数科の「およその数」
におけるプログラミングを活用した授業づくりについて学ぶ。

６
プログラミングの授業づくり
(小学校)/アイウ/２

全小学校の５年生の担任の教員の希望者が参加し，算数科の「偶数と奇数」
におけるプログラミングを活用した授業づくりについて学ぶ。

７
プログラミングの授業づくり
(小学校)/アイウ/２

全小学校の５年生の担任の教員が1名以上参加し，算数科の「関係を見つけ
て」におけるプログラミングを活用した授業づくりについて学ぶ。

８
プログラミングの授業づくり
(中学校)/イウ/２

「双方向性のあるコンテンツのプログラミング」など、中学校「技術・家庭科」技
術分野におけるプログラミングの授業づくりについて学ぶ。

９
訪問サポート研修(小中学
校)/ア/1.5

2020年度から必修化されるプログラミング教育の概要について体験的に学ぶ。
（希望校に指導主事が出向いて実施）

●令和元年度実施の研修

参考）相模原市の研修
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●全校での授業実施のための研修設定
学年を絞る、次期を絞る、教科の授業にする

４、５、６年生 ２学期 算数科で算数の専門家に相談

• 授業計画を、算数担当と情報担当の指導主事で協力して
作成。中学校技術科での指導ノウハウも参考にする。
→初めてプログラミングをする子どもの指導ノウハウ

• 授業内容は、算数の資質・能力の育成を第一の目的とし、
ＰＣに苦手意識のある教員でも行うことができることを視
点として検討。→先生にとって簡単なプログラムを課題に

• 夏季休業中に全市立小学校の６年生担任１名以上が研
修に参加。→②との連携

• スライド資料、単元計画も含めた指導案、使用するワーク
シート、操作に関する資料、先行実践した小学校の授業
映像をイントラネット内に格納。→授業のパッケージ化

●実際の手立て

全校で行うことで、自然と全教員への授業イメージの周知が行われる

78

参考）相模原市の研修
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参考）文部科学省の研修教材

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416408.htm
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参考）教育委員会としての取組

●平成２９年度～３１年度の
相模原市立小・中学校 学校の情報
化推進計画に施策として位置付け

●各校も、これを受けて
学校教育計画に推進
計画を作成

目的：児童生徒が、技術や人工知能がいかに発
展しようと、その仕組みや影響を理解し、主体的
に意思決定を行い、人間らしく生きていくために
必要な情報活用能力を身に付けること。
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○センターでの研修による
周知と授業力向上

○訪問によるサポート
○事例等情報の発信
○研究の推進

学校の教員 実績のあるメーカー

行 政

協力

○授業実践
○学校内での研修の実施
○研究の推進

○アドバイザーの派遣
○機器の保守
○プログラミングに対する知見の提供

教育・研究機関
・大学
・工業専門学校
・附属小中学校
・その他

他の行政機関
・国
・他市町村
・相模原市の教
育局以外の局等

参考）教育委員会としての取組

トップダウンとボトムアップの推進をバランスよくできる体制 81

（１）様々な機関と連携した体制作り



参考）教育委員会としての取組

82

項番 解決すべき課題 解決の手立て

１
具体的な指針の
提示

○手引に示された資質・能力を目標としたモデ
ルカリキュラムの作成

２ 授業力の向上

○各教員の授業実践
○次の要件を備えた研修の実施
・プログラミング教育全般についての理解
・プログラミング言語や、プログラミング教育用の

教材を活用するスキルの向上
・各教科等の時間におけるプログラミングの授業

づくりのしかた

○メンターの育成
○授業事例の周知

３ 環境の整備
○教育委員会による所管地域の学校への導入
○各学校の予算での教材の購入
○企業、大学、NPO等と連携し提供を受ける

問題 教員がプログラミング教育について心理的なハードルを
持っていること

（２）推進を進める上での問題と課題、及び解決策を明確化
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①各教員の授業実践→全校での授業実施
学年を絞る、次期を絞る、教科の授業にする

②次の要件を備えた研修の実施

③メンターの育成
委員会だけでなく外部と連携して行う

④授業事例の周知
公開授業の実施と報道提供や、ICT支援員を活用する

ア プログラミング教育全般についての理解
イ プログラミング言語や、プログラミング教育用の教材を活用するスキルの向上
ウ 各教科等の時間におけるプログラミングの授業づくりのしかた

４、５年生 ２学期 算数科で算数の専門家に相談連
携

連
携

※平成３１年度は４、５、６年生で実施予定

参考）(２)-２ 授業力の向上
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①各教員の授業実践→全校の授業実施
学年を絞る、次期を絞る、教科の授業にする

４年生 ２学期 算数科で算数の専門家に相談

• 授業計画を、算数担当と情報担当の指導主事で協力して
作成。中学校技術科での指導ノウハウも参考にする。
→初めてプログラミングをする子どもの指導ノウハウ

• 授業内容は、算数の資質・能力の育成を第一の目的とし、
ＰＣに苦手意識のある教員でも行うことができることを視
点として検討。→先生にとって簡単なプログラムを課題に

• 夏季休業中に全市立小学校の４年生担任１名以上が研
修に参加。→②との連携

• スライド資料、単元計画も含めた指導案、使用するワーク
シート、操作に関する資料、先行実践した小学校の授業
映像をイントラネット内に格納。→授業のパッケージ化

●実際の手立て

全校で行うことで、自然と全教員への授業イメージの周知が行われる

84

参考）(２)-２ 授業力の向上
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③メンターの育成（制度化はしていない）
委員会だけでなく外部と連携して取り組む
所属校だけでなく、市内外で活躍できる人材の育成

●メンターの候補者としてのポイント

• 地区の視聴覚・情報教育の研究会 ・各教科の研究校

• センターに関わっている教員 ・その他

☑プログラミングに興味を持っている教員
☑授業はうまいが、プログラミングなどに苦手意識のある教員
☑各教科のプロフェッショナル

●次のことを意識してメンター教員を支援
・授業機会の提供と支援、報道提供等により、責任感と経験値の獲得をねらう
・大学、企業等、外部とのつながりのコーディネート→④との連携

参考）(２)-２ 授業力の向上
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●市が予算を使って市立小中学校に導入しているのは、次の２つ

LEGO WEDO2.0
レゴエデュケーションホームページより

LEGOマインドストームEV3
レゴエデュケーションホームページより

ＰＣ教室の「ソフトウェア」の
扱いで、更新と同時に導入
→導入にあたっては、ＰＣ教室
で使用されていないソフトウェ
アを調査し、教員との合意の上
で、プログラミングの教材に置
き換えている。

※選択に当たっては、プログラミング言語の系統性も考慮

●授業検証の立場から協力していただいている企業が複数

教材の導入検討の段階では、
授業づくりとその検証をきち
んと行う

＊「Project Linking」はアイフォーコム株式会社他と、株式会社
ＮＴＴドコモの共同開発です。

企業との協力は大事だが解決
すべき課題は多い
→企業の利益、どの教材が良いのか
の判断基準、教育文化と企業の折り
合いなど

(２)-３ 環境整備

参考）教育委員会としての取組


