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GIGAスクール時代のプログラミング教育に挑戦！ 

相模原市立小山小学校 遠隔×プログラミング授業公開 

 

１ 現状の取組 

相模原市では平成 29年度より小学校全校でのプログラミング教育を開始し、小中系統的

な視点からその取り組みを行ってきました。いよいよ必修化となった今年度は、「第２次相

模原市教育振興計画※１」にプログラミング教育を通した情報活用能力の育成※２を位置づけ、

昨年度末に策定した「相模原プログラミングプラン※３」のもと、小中学校全学年での授業

実践に挑戦しています。 

 また、現在全国で進められている GIGAスクール構想※４の推進についても、現時点で全児

童生徒約５万１千台のうち 2/3 台の端末整備をほぼ終え、残りの 1/3 も本年度中に整備を

完了する予定で進めています。すでに１人１台の授業実践はもちろん、生徒会役員選挙の

オンライン投票や、遠隔地と繋いだ授業などが始まっています。さらに、今回のように授

業公開研修をオンラインで行ったり、オンラインビデオ会議システムを使った、グループ

討論を行う研修なども進めています。 

 

２ 本授業の見所 

 小山小学校の５年生は、オーストラリアの農業問題を解決する機械モデルを考え、オー

ストラリアに送付しました。しかし、到着したモデルにプログラムに不具合があることが

判明します。そこで授業当日は、機械モデルのプログラムを教室から遠隔で修正すること

に挑戦します。 

GIGAスクールでは、子ども 1人 1台のコンピュータに焦点が集まりがちですが、ネット

ワーク環境整備が教室を拡張し、学校と地域、社会、世界がつながりやすくなると感じて

います。今回の授業では、遠く離れたオーストラリアの人や、機械ともつながります。プ

ログラミングの過程では、天気情報のデータを取得するため、ノルウェーのサイトともつ

ながります。プログラミングの体験を通して、テクノロジーによって世界の距離が縮まり、

今までの日常では意識しなかったり、実現できなかったつながりや、異文化交流への感動

が期待されます。 

 

３ 本授業を行うにあたって 

本授業は、本市の学校に機器を導入している次の企業の協力を得ています。 

ネットワンシステムズ株式会社、シスコシステムズ合同会社、株式会社 JMC、レゴエデュ

ケーション、株式会社アフレル、 Google for Education など 

※機械モデルは、ネットワンズシステムズ株式会社に協力していただき、シスコシステム

ズ合同会社のオーストラリアのオフィスに送付しました。 

 

４ 本授業の詳細案 

次のページから、本授業の詳細案について掲載しました。  
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海外に送った機械を遠隔プログラミングでデバッグしよう！ 

プログラミングの体験を通して、テクノロジーによって世界の距離が縮まること、

社会や世界の様々な問題を解決できることに気付く。 
・ 

●プログラミングでは「LEGO®SPIKE」を使用します。

Chromebook での動作確認を行いましょう 

●本授業では、遠隔地（今回はオーストラリア）にある

LEGO®SPIKE を、教室からプログラミングする体験

を行います。この実現のため、次の準備をします。 

(1)遠隔地には、Windows コンピュータと、それとつないだ LEGO®SPIKE を準備します。 

(2)Windows コンピュータに Google リモートデスクトップをインストールします。 

(3)教室の Chromebook で Google リモートデスクトップを開き、遠隔地にある Windows コンピュ

ータのデスクトップとつなぎます。 

●この授業は、社会科で学ぶ食料生産の発展学習として総合的な学習の時間

に位置付けています。探究する課題として「オーストラリアの食糧生産の

問題解決」を設定し、日本と気候条件などの違う国の解決を探究する過程

で、情報技術の有用性の概念化をめざします。 

●①の時間では、オーストラリアについて調査します。気候条件などから、

どのような農業の問題があるのか、社会科の学習経験と比較して考えます。 

●②③の時間では、個々で構想した問題解決のアイデアを、グループで整理

分析し、LEGO®SPIKE で具体化します。ここの授業展開は、相模原プログ

ラミング プラン P.32〜33 を参考にしてください。 

●④の時間では、グループ毎にプレゼンテーションを行います。お互いの提

案が、オーストラリアの問題を解決しそうか相談し、クラスで 1 つ、代表

の機械モデルを決めます。そして、そのモデルを遠隔地に郵送します。 

 
● 授 業 の 流 れ ● 

１ めあてを確認しよう 

   

 

 

 

２ 課題を確認しよう 

 

 

 

●代表で郵送したモ

デルのプログラム

を皆で確認し、ど

のような修正をす

ればよいのか皆で

確認しましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラミングの体験を通して、テクノロジ

ーによって世界の距離が縮まること、様々な

問題を解決できることに気付こう 

年生  学期    的な学習の時間  

本時の目標 

事前の

準備 

オーストラリアに送

った自動灌水機、問

題があったみたい。 

使用する言語 

表 本単元の計画 

次 学習の内容 

① 

※「食料生産」の単元学習を終える。 

●「オーストラリア」という国、その

農業について調べる。 

② 
●「オーストラリアの農業問題」を解

決するアイデアを発想する。 

③ 
●アイデアのモデルをプログラミン

グしながらつくる。 

④ 
●制作した機械モデルをプレゼンテ

ーションし合って 1 つに決める。 

機械をオーストラリアに郵送 

⑤ 
●送った機械が正常に動くよう教室

からデバッグする。（本時） 

⑥ 
●今回の体験を整理分析し、情報技術

の有用性について概念化をはかる。 

 

送った自動灌水機が目的の動作をするよ

う、プログラムを修正しよう。 

どうしてだめだったのかな？確認してみよう。 

今は、①「カラーセンサが黄色を感知したら（土が乾い

た色になったら）」②「スプリンクラーのモータ２つを

回す、というプログラムになっているんだね。 

図 自動灌水機のプログラムの例 

ミンナノ送ッテクレ

タ機械モデル、ウマ

クウゴカナイヨ？ 

使ッテミタケド、イツマデモスプリン

クラーガ止マラナイカラ、水浸シニナ

ッテシマイマシタ。 

アト、水マキヲシタ後ニ、スグ雨ガ降リ出シタコトモ

アリマシタヨ。 

①カラーセンサ

で、路面の湿り状

況を判断します。 

②乾燥を感知した

らスプリンクラーに

見立てたホースを

回します。 

制作した機械モデル（自動灌水機） 
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３ プログラムの修正を検討しよう 

※修正の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④検討したプログラムをオーストラリアのコンピュ

ー上で再現し、実行させてみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ つくったプログラムを発表しよう 

●「①どのような課題を解決するために」「②どのよ

うに修正し」「③もっとどうしたかったのか」を発

表して、お互いのアイデアを共有しよう。 

 

 

 

 

 

５ まとめ 

学習を振り返り、今日気付

いたことを確認する。 
  

 

 
授業の結果、児童にこんな力が身に付きます！ 

○知 コンピュータを使うことで、世界の距離が縮まり、社会の問題を解決できることに気付きます。 

○思 意図した一連の活動を設定し、コンピュータに意図した処理を行わせるために論理的に試行錯

誤します。 

○主 コンピュータを使って世界や社会の問題の改善をしたいなと思います。 
 

■見つけてみよう！今日の体験が生活でいきている場面！ 

惑星探査機はやぶさ２は、小惑星で様々なミッションに取り組みました。多くのミッション

をこなすことができたのは、最初から決まったプログラムで動いていたからではありません。

リュウグウに実際行った後、その地形の様子や性質などを調査し、それに対応したプログラム

が、相模原から遠い宇宙に送信していたからなのです。情報通信技術を使うことで、私たちが

今まで知れなかったこと、実現できなかったことが可能になるかもしれませんね。    

【学習評価】 

情 報 技 術 に よ っ

て、世界の距離が

縮まり、社会の問

題解決につながる

ことに気づいてい

る。 

水やりが必要かを自動ではんだんしてくれ

るので、水やりの大変さが解消されます。 

雨が降っても水やりしてしま

う、と言う課題を解決するた

めに、自動で天候を調べて水

まきするプログラムに修正し

ました。 

□体験を通して、情報技術は私たちの生活や社会にどのよう

な可能性をひらくと思いましたか。教えてください。 

③のプログラムは、このままだ

と、少し変な動作をしますね？

どうしてなのでしょう？ 

①のプログラム

は、最初の命令と

2 つとも置けばい

いのかな？ 

●Chromebook のリモートデスクトップでオーストラリアの

Windows コンピュータをリモートで操作し、送った機械モ

デルのプログラムを修正、実行します。 

②のプログラムの天気のデータはどこか

ら持ってきているのかな？ 

①土が湿ったら（赤い色を感知し

たら）水を止めたいな。 

③水の残量を管理したいな。 ②今日の天気予報が雨だったら、水を

まかないようにしたいな。 

●教室の中でグループに分かれ、LEGO®SPIKE を使いながら、課題を解

決する修正プログラムを試行錯誤します。 

天気ブロックの天気情報【https://www.yr.no】 

ノルウエーの気象情報サイト「Yr」の API 情報を取得し反映しています。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.irasutoya.com%2F2017%2F02%2Fblog-post.html&psig=AOvVaw08NSO6ApUIIorKiWGg657q&ust=1574920488855380
https://www.yr.no/
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５ 相模原市の取り組みをもっと知っていただくために 

資料１ページ目の注釈についての詳細は、次の URLもしくは QRコード先からご覧にな

れます。 

 

※１ 第２次相模原市教育振興計画 

本計画は、社会情勢の変化や今日的な課題に

対応するため、令和２年度から令和９年度まで

の、本市の教育が目指す方向性を明確にするも

のです。 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ku

rashi/kyouiku/shisaku/1016029.html 

 

 

※２ 相模原市の情報活用能力の育成と教育の情報化 

 相模原市では、相模原市立小中学校等学校の情報化推進ガイ

ドラインを策定し、情報活用能力の育成に努めています。 

http://www.sagamihara-kng.ed.jp/kyouikunojouhouka_top.html 

 

 

※３ 相模原プログラミングプラン 

 相模原市では、プログラミング教育で育成す

る資質・能力を研究で設定し、小中９年間の授

業プランを作成しています。本資料２、３ペー

ジの指導案もこの資料の形式に合わせてありま

す。 

http://www.sagamihara-kng.ed.jp/jouhou-

han/programming/ 

 

 

※４ 相模原市の GIGAスクール構想の推進について 

 相模原市の GIGAスクール構想では、主体的・対話的で深い学び

を、GIGAスクール構想の実現による環境整備で支えることで、コ

ンピュータを学習に活用する子どもたちを育て、その子どもたち

が将来、コンピュータなどのテクノロジーを活用して、社会の問

題を解決していく、そのような教育を目指していきます。 

http://www.sagamihara-kng.ed.jp/jouhou-han/GIGA/ 

 

連絡先 

 相模原市教育委員会教育センター 

 電話 042−754−2577(直通) 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kyouiku/shisaku/1016029.html
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kyouiku/shisaku/1016029.html
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/kyouikunojouhouka_top.html
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/jouhou-han/programming/
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/jouhou-han/programming/
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/jouhou-han/GIGA/

