プログラミング教育の取組
（平成２９年４月～）

新見市立新見第一中学校

はじめに
この冊子は、平成２９年４月に Pepper が本校に導入されてからの、プログラミング
教育の基本的な考え方や全体計画を掲載しています。
あわせて、課外活動におけるプログラミングの実践的な取組や、ワールドロボット
サミット出場に関する特集などもまとめています。

掲載内容
情報活用能力とは
プログラミング学習とプロジェクト学習
学習の進め方
ICT・プログラミング教育推進計画
総合的な学習の時間全体計画・年間指導計画
プログラミング授業・コンテストの様子
プログラミング教育リーフレット
プログラミング教育の推進
プログラミング社会貢献活動

プログラミング学習と選択型プロジェクト学習

授業の趣旨について
新見市立新見第一中学校

プログラミング学習
現在の子どもたちは、将来ロボットや AI とともに仕事や生活をすることが予想されていま
す。Pepper の顔はとても愛らしく、子どもたちの興味を引きつけます。そして、他のロボ
ットでは体験することができない、
「感情を持ってコミュニケーションをしているような感
覚」を体験できます。この経験は、将来の自分たちを予想し、未来を考えようとする姿勢を
育てることにつながります。
学習の中では、単なるプログラムの理解や表現だけでなく、社会との関連や将来への活用な
ど、グループ活動や討論の中に発信も加え、学習効果をさらに高められるように工夫してい
きたいと考えています。
SoftBank Group 社会貢献プログラムスクールチャレンジ教師用指導書より

選択型プロジェクト学習
共通の目的の達成に向けた多様な人材で構成されたチームによる活動で、主体的な学び、協
働的な学び、深い学びができるような活動を取り入れていきます。身近な生活の中からテー
マを見出し、課題解決に向けて、企画・実施・まとめ・発表・評価を行ないます。
体験活動を重視するとともに、ICT 機器(タブレット PC 等）を積極的に活用し、情報を適
切に扱う能力と、進んで望ましい情報化社会の創造に参画する力を身に付けさせたいと考
えています。

選択型プロジェクト学習の進め方
学習形態
プログラミング学習と並行して、学級を２つに分けた少人数グループで行なう
学年ごとに大テーマを設定して、チームによる課題探究学習を行なう
調べ学習に終始せず、体験的、創造的な学習を取り入れる

グループ編成について
個人が考えた学習テーマを参考にして、チームを編成する
通常の協働学習班とは異なり、年間を通して変更しない

学習期間
前期

５月下旬～７月

後期

１０月～１月（学年ごとで適宜設定）

発表・評価について
学年（学級）ごとに発表の場面を設ける
例

プレゼン発表

ビデオ発表

紙面発表

など

できれば、プログラミング学習で学んだことを応用させる
例

Pepper と共演のプレゼン・ビデオ

など

わかりやすいプレゼンテーションとは
「シナリオ設計」

「わかりやすい資料作成」

「話し方」

この３つのバランスが均衡になること。
☆プレゼンテーションにはストーリーが不可欠です。
聞き手を引き込む展開を考えましょう！
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࣭ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㹼ㄢ㢟ゎỴྥࡅ࡚άࡑ࠺㹼

Ꮫᖺ

࣭࢟ࣕࣜࢵࣉࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㹼ᑗ᮶ࡢ⮬ศࢆ㐀ࡋࡼ࠺㹼

Ꮫᖺ

ᖹᡂ䠏䠍ᖺᗘ㻌 ⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾㛫㻌 యィ⏬㻌
Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ

⏕ᚐࡢᐇែ
ࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡸࣉࣟ

ಖㆤ⪅࣭ᆅᇦࡢࢃࡾ

ࡣࡘࡽࡘᚰ㇏ࡓࡃࡲࡋࡃ⏕ࡁࡿຊࡢ⫱ᡂ

ࢢ࣑ࣛࣥࢢᏛ⩦ࡢᑟධ࡛ࠊయ

άືࢆᚋᢲࡋࡍࡿᶵ㐠ࡀ㧗ࡲ

ⓗ࡞Ꮫ⩦άືࡸ⾲⌧ຊࡢ㧗ࡲ

ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟ࡢᑟ

⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㛫ࡢ┠ᶆ

ࡾࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋᆅ
ᇦࡸ♫┠ࢆྥࡅࠊㄢ㢟ព㆑
ࢆࡶࡘ⏕ᚐࡶቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

㻼㼀㻭 ᙺဨࢆ୰ᚰ⏕ᚐࡢᏛ⩦

ධ࡛ࠊᗈ⠊ᅖࢃࡓࡿᏛ༊ࡸࠊ

ᆅᇦࡢேࠊࡶࡢࠊࡇ⮬ࡽࢃࡾࠊ⮬ࡽㄢ㢟ࢆ᥈
✲ࡋࠊ⮬ᕫࡢᏛࡧࡢࡼࡉࡸ⏕ࡁ᪉ࢆぢࡘࡵࡿࠋ

㛵ಀᅋయ➼ࡢ༠ຊ࣭㐃ᦠయไࡀ
ᩚ࠸ࡘࡘ࠶ࡿࠋ

⫱࡚ࡼ࠺ࡍࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊ

᥈✲ㄢ㢟
͆᪂ぢ͇ࡢ⏘ᴗࢆᨭ࠼ᆅᇦάᛶࡢࡓࡵྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿேࠎࡸ⤌⧊
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢸ࣮࣐
 ᖺ

ᆅᇦࡢ⏘ᴗࢆㄪࡿࡇ࡛ࠊ᪂ࡓ࡞
䇾᪂ぢ䇿ࢆⓎぢࡋࡼ࠺ࠋ

 ᖺ

ᆅᇦࡢ⫋ᴗࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪂ࡓ࡞
䇾᪂ぢ䇿ࢆ᥈ࢁ࠺

ᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆぢࡘࡵࡿࡇ࡛ࠊ᪂ࡓ࡞
 ᖺ
䇾᪂ぢ䇿ࢆ㐀ࡋࡼ࠺ࠋ

䜻䝱䝑䝏䝣䝺䞊䝈㻌

䞉ᆅᇦ䛻䛿ᵝ䚻䛺⏘ᴗ䜔⫋ᴗ䛜Ꮡᅾ䛧䚸⚾䛯䛱䛾⏕ά䜢ᨭ䛘䛶䛔䜛䛣
䛸䛜䜟䛛䜛䚹㻌
䞉䜎䛱䛵䛟䜚䜢᥎㐍䛩䜛ே䚻䜔ᶵ㛵䛜Ꮡᅾ䛧䚸䛔䛻㛵䜟䜚ྜ䛔䛺䛜䜙㻌
▱㆑ཬ䜃ᢏ⬟㻌
ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䜟䛛䜛䚹㻌
䞉ᆅᇦ䜢άᛶ䛩䜛䛯䜑䛾䜰䜲䝕䜱䜰䜔ලయⓗ䛺ྲྀ⤌䛜䛒䜛䛣䛸䛜䜟㻌
䛛䜛䚹㻌
䞉ᵝ䚻䛺ၥ㢟≧ἣ䛾୰䛛䜙ㄢ㢟䜢ぢฟ䛧䚸ゎỴ䛾᪉ἲ䜔ᡭ㡰䜢⪃
䛘䚸ぢ㏻䛧䜢䜒䛳䛶ィ⏬䜢❧䛶䜛䚹㻌
ᛮ⪃ຊ䚸 ุ᩿ 䞉ሗ㞟䛾ᡭẁ䜢㑅ᢥ䛧䚸ᚲせ䛺ሗ䜢✚䛧ᩚ⌮䞉ศ㢮䛩䜛䚹㻌
ຊ䚸⾲⌧ຊ㻌 䞉ከᵝ䛺ሗ䛻䛒䜛≉ᚩ䜢ぢ䛴䛡䚸㇟䜢ẚ㍑䛧䛯䜚㛵㐃䛡䛯䜚䛧
䛶ㄢ㢟ゎỴ䛻ྥ䛡䛶⪃䛘䜛䚹㻌
䞉┦ᡭ䜔┠ⓗ䛻ᛂ䛨ศ䛛䜚䜔䛩䛟䜎䛸䜑⾲⌧䛩䜛䚹㻌
䞉᥈✲ⓗ䛺άື䜢㏻䛧䚸⮬ᕫ䜢ぢ䛴䜑䜛䛸䛸䜒䛻␗䛺䜛ពぢ䜔⪅䛾㻌
⪃䛘䜢ཷ䛡ධ䜜ᑛ㔜䛧䜘䛖䛸䛩䜛䚹㻌
Ꮫ 䜃 䛻 ྥ 䛛 䛖 䞉⮬䛾䜘䛥䜢⏕䛛䛧䛺䛜䜙䚸⮬ศ䛾ពᛮ䛷┠ᶆ䜢䜒䛳䛶ㄢ㢟䛾ゎỴ㻌
䛻ྥ䛡䛯᥈✲䛻ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸䛩䜛䚹㻌
ຊ䚸ே㛫ᛶ㻌
䞉᥈✲ⓗ䛺άື䜢㏻䛧䚸⮬ᕫ䛾⏕䛝᪉䜢⪃䛘ክ䜔ᕼᮃ䜢䜒䛴䛸䛸䜒䛻䚸㻌
㐍䜣䛷ᐇ♫䞉ᆅᇦ䛾ၥ㢟䛾ゎỴ䛻ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸䛩䜛䚹㻌

䛂䜅䜛䛥䛸Ⓨぢ㻌 ᪂䛯䛺᪂ぢ㻌 䜏䜙䛔䛵䛟䜚䛃㻌

 ᖺ㸦 㛫㸧
࠙᪂ぢⓎぢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ

Ꮫ⩦άື
㸰ᖺ㸦 㛫㸧
࠙᪂ぢయ㦂ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ

㸱ᖺ㸦 㛫㸧
࠙᪂ぢ㈉⊩ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ

᪂ぢ䛾⏘ᴗ䛻䛴䛔䛶ㄪᰝάື䜔ㄪ䜉Ꮫ⩦ ⫋ᴗయ㦂Ꮫ⩦䜢⏬䞉ᐇ䞉ホ౯䛧䚸ᆅᇦ䛻㈉ ⮬䜙ᆅᇦ䛻㈉⊩䛷䛝䜛䛣䛸䜢⏬䞉ᐇ䛧䚸♫
䜢⾜䛔䚸ᆅᇦ䜈䛾㛵ᚰ䜢῝䜑䜛䚹㻌
⊩䛩䜛ែᗘ䜢㣴䛖䚹㻌
ཧ⏬䛻ྥ䛡䛯ᐇ㊶ຊ䜢㣴䛖䚹㻌
ͤᏛ⣭༢࡛㛵㐃タࡢゼၥᏛ⩦ࢆᐇ 䈜⏕ᚐ䛾ᕼᮃ䜢䜒䛸䛻ᑠ䜾䝹䞊䝥༢䛷㛵㐃 䠄䝪䝷䞁䝔䜱䜰䚸ᗈሗάື➼䠅㻌
ࡍࡿࠋ㸦㸸▼⅊ࠊ≉⏘ရࠊᕷᙺᡤ➼㸧

࠙㑅ᢥᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ

タ䜈䛾య㦂Ꮫ⩦䠄䠏᪥㛫䠅䜢⾜䛖䚹㻌


࠙㑅ᢥᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ



࠙㑅ᢥᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ

᪂ぢⓎぢ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸㛵㐃䛵䛡䚸ㄢ㢟ゎ ᪂ぢయ㦂䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸㛵㐃䛵䛡䚸ㄢ㢟ゎỴ䛻 ᆅᇦ䛾ㄢ㢟䜢᥈䜚䚸䇾᪂ぢ䇿άᛶ䛻ྥ䛡䛶䛾ᥦ
Ỵ䛻ྥ䛡䛶⮬䜙䛷䛝䜛䛣䛸䜢యⓗ䛻⾜䛖䚹㻌 ྥ䛡䛶⮬䜙䛷䛝䜛䛣䛸䜢యⓗ䛻⾜䛖䚹㻌
ゝ䜢యⓗ䛻⾜䛺䛖䚹㻌


࠙ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ ࠙ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ

࠙ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ

㑅ᢥᆺ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸㛵㐃䛵䛡䛯䝥䝻䜾䝷䝭 㑅ᢥᆺ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸㛵㐃䛵䛡䛯䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾 䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾Ꮫ⩦䛷ᇵ䛳䛶䛝䛯䛣䛸䜢䚸ᆅᇦ䛾ㄢ
䞁䜾䛾ᇶ♏䜢Ꮫ䜆䚹㻌
䛾ᛂ⏝䜢Ꮫ䜆䚹㻌
㢟ゎỴ䛻ྥ䛡䛶ά䛛䛩䚹㻌


࠙ᖹ㏣ồࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ

㻌
࠙␗ᩥయ㦂ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ

ᗈᓥᖹᏛ⩦䜢㏻䛧䛶㐣ཤ䛾Ṕྐ䜢䜚㏉䜚䚸 ಟᏛ᪑⾜䛷䛾ẸἩయ㦂䜢㏻䛧䚸␗䛺䜛ᆅᇦᩥ
ᣢ⥆ྍ⬟䛺♫䜈䛾ព㆑䜢῝䜑䜛䚹㻌
䜢Ꮫ䜃䛔䛾Ⰻ䛥䜢᥈䜛䚹㻌

࠙࢟ࣕࣜࢵࣉࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ ࠙࢟ࣕࣜࢵࣉࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ

࠙࢟ࣕࣜࢵࣉࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠚ

ᵝ䚻䛺⫋ᴗ䜢᥈䜛䛣䛸䜢㏻䛧䛶䚸⮬ᕫ䛾ክ ᵝ䚻䛺ୖ⣭Ꮫᰯ䜢᥈䜛䛣䛸䜢㏻䛧䛶䚸⮬ᕫ䛾ክ ⮬ᕫ䛸䛾ᑐヰ䜔⪅⌮ゎ䜢㏻䛧䛶㐍㊰䛸䛾㛵ಀ
䜔㐺ᛶ䛸㐍㊰䛸䛾㛵ಀ䜢⪃䛘䜛䚹㻌
䜔㐺ᛶ䛸㐍㊰䛸䛾㛵ಀ䜢⪃䛘䜛䚹㻌
䜢ලయ䛧䚸ᑗ᮶䛾⮬ศ䜢㐀䛩䜛䚹㻌

ᣦᑟ᪉ἲ

ᣦᑟయไ

䞉⏕ᚐ䛾ㄢ㢟ព㆑䜢㐃⥆Ⓨᒎ䛥䛫䜛ᨭ
䜢⾜䛖䚹㻌
䞉ពᅗⓗ䛻⦅ᡂ䛧䛯䝏䞊䝮䛷䛾༠ാⓗ䛺
Ꮫ⩦䜢ᐇ䛥䛫䜛䚹㻌
䞉య㦂άື䜔ゝㄒάື䜢㔜ど䛧䚸㻵㻯㼀 䜢
ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛥䛫䜛䚹㻌

䞉Ꮫᖺᅋ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ᣦᑟయไ䜢⤌⧊䛩䜛䚹㻌
䞉ᰯෆᢸᙜ⪅䛸Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟䛸䛜㐃⤡䜢ྲྀ
䜚ྜ䛔䚸እ㒊⤌⧊䛸䛾㐃⤡ㄪᩚ䛸ᨭయไ䜢
☜❧䛩䜛䚹㻌
䞉᪂ぢ䜏䜙䛔䛵䛟䜚㆟ᐇ⾜ጤဨ䜔䝻䞊䝍䝸
䞊䜽䝷䝤䚸ᐁබᗇ䛺䛹䛾እ㒊⤌⧊䛾ேᮦ䜢
᭷ຠά⏝䛩䜛䚹㻌

Ꮫ⩦ホ౯
䞉䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䜢ά⏝䛧䛯ホ౯䛾ᐇ䜢ᅗ䜛䚹㻌
䞉⮬ᕫホ౯䚸┦ホ౯䜢⾜䛖䚹㻌

ホ౯ࡢほⅬ
䚽㻌 ㄢ㢟タᐃ䛾ຊ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䚽㻌 ሗ㞟䛾ຊ㻌
䚽㻌 ᑗ᮶ᒎᮃ䛾ຊ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䚽㻌 ♫ཧ⏬䛾ຊ㻌

ᖹᡂ䠏䠍ᖺᗘ䚷䛂⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾㛫䛃ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬䚷䚷➨䠍Ꮫᖺ㻌
ࡩࡿࡉ᪂ぢࢆ᥈ࡾάᛶࡘ࡞ࡆࡼ࠺

ࢸ࣮࣐

ᩘ

䠐᭶

㹼ㄪᰝάືࢆ㏻ࡋ᪂ぢࡢ⏘ᴗࢆ▱ࡿ㹼
᪂ぢⓎぢ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 

㑅ᢥᆺ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 

ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 㸴

࢟ࣕࣜࢵࣉ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 

㻝
㻞

䠑᭶

㻟
㻠
㻡
㻢
㻣

䠒᭶

㻤
㻥
㻝㻜
㻝㻝

䐟䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵
䞁
䐠⏘ᴗ䛸䛿
䐡⏘ᴗ䛸ാ䛟ே
䐢ሗ㞟

㻝㻞
㻝㻟
㻝㻠

䐣ㄪᰝάື
䠄ᆅᇦゼၥᏛ⩦䠅

㻝㻡
㻝㻢
㻝㻣
䠓᭶

㻝㻤

䐤ᩚ⌮䞉ศᯒ

άືࡢ㐍ࡵ᪉
㑅ᢥᆺࢳ࣮࣒ỴᐃᚋࠊᏛ⣭ࢆ㸰ࡘࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡿࠋ୍᪉ࡀ㑅ᢥᆺᏛ
⩦ࢆ⾜࠺ࡁࡣࠊ᪉ࡣࣉࣟࢢ࣑ࣛ
ࣥࢢᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࠋ㑅ᢥᆺࢳ࣮࣒ࣉ
ࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᏛ⩦ࢳ࣮࣒ࡣྠ୍࣓ࣥ
ࣂ࣮ࠋ㑅ᢥᆺࢳ࣮࣒Ꮫ⩦࡛ࡢᣦᑟ⪅
ࡣᢸ௵Ꮫᖺᅋࠋࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᏛ
⩦ࡢᣦᑟ⪅ࡣሗᩍ⫱ᢸᙜ

㻝㻥
㻞㻜
䠕᭶

㻞㻝

䐥䜎䛸䜑

㻞㻞
㻞㻟

䐦⾲⌧

㻞㻠
䠍䠌᭶ 㻞㻡
㻞㻢
㻞㻣
㻞㻤

ձ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ղㄢ㢟タᐃ࣭ࢳ࣮࣒⦅ᡂ
ճィ⏬❧

㻞㻥
㻟㻜
㻟㻝
㻟㻞
䠍䠍᭶ 㻟㻟
㻟㻠

մሗ㞟

ᐇ㊶ㅮᗙ

յㄪᰝάື
նᩚ⌮࣭ศᯒ

㻟㻡
㻟㻢
㻟㻣
㻟㻤
䠍䠎᭶ 㻟㻥

շࡲࡵ

㻠㻜
㻠㻝
䠍᭶

㻠㻞
㻠㻟
㻠㻠

չᡂᯝⓎ⾲

㻠㻡
䠎᭶

㻠㻢
㻠㻣
㻠㻤
㻠㻥
㻡㻜

䐟⮬ᕫ䛾ክ䞉㐺ᛶ
䐠㐍㊰タィ

ᖹᡂ䠏䠍ᖺᗘ䚷䛂⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾㛫䛃ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬䚷䚷➨䠎Ꮫᖺ㻌
ࡩࡿࡉ᪂ぢࢆ᥈ࡾάᛶࡘ࡞ࡆࡼ࠺

ࢸ࣮࣐

ᩘ

㻝
㻞
㻟
㻠
䠑᭶ 㻡
㻢
㻣
㻤
㻥
㻝㻜
㻝㻝
㻝㻞
㻝㻟
㻝㻠
㻝㻡
㻝㻢
㻝㻣
䠒᭶ 㻝㻤
㻝㻥
㻞㻜
㻞㻝
㻞㻞
㻞㻟
㻞㻠
㻞㻡
䠓᭶ 㻞㻢
㻞㻣
㻞㻤
㻞㻥
㻟㻜
䠕᭶ 㻟㻝
㻟㻞
㻟㻟
㻟㻠
䠍䠌᭶ 㻟㻡
㻟㻢
㻟㻣
㻟㻤
㻟㻥
㻠㻜
㻠㻝
㻠㻞
㻠㻟
㻠㻠
㻠㻡
㻠㻢
㻠㻣
㻠㻤
㻠㻥
㻡㻜
㻡㻝
㻡㻞
㻡㻟
㻡㻠
䠍䠍᭶ 㻡㻡
㻡㻢
㻡㻣
㻡㻤
㻡㻥
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公開授業のようす

プログラミング授業の紹介

（抜粋）

新見第一中学校Webページより

●5月中旬より、本年度のプログラミング授業を開始しました。
1学期中に全学年ともステップアップ編TRY1～４を予定していま
す。TRY1は「ディスプレイのタッチを取得しよう」で、「はい」
「いいえ」のボタンを押して動くようにするプログラムを作成し
ました。
今回の学習は、昨年度より生徒がやってみたかった課題でもあ
り、大変に興味をもって学習していました。

●6月に入り、全学年とも、ステップアップ編TRY２に入りまし
た。
前回作成した２ボタンのタッチメニューに追加して、効果音を流
すプログラムを作成しました。これを使うと、選択式のクイズが
簡単にできるようになります・・・

●前回学習した選択式（2択）クイズをもとにし
て、３問連続の２択クイズを作成しました。問題
の内容は、選択型プロジェクト学習の内容に関連
したものにしました。
今回のポイントは、１問目の2択クイズの部分を
独自ボックスとして設定し、２問目以降はそれを
コピーして使っています。このようにして、プロ
グラミングの効率化を図ることで、今後予想され
るストーリー性のあるプログラミングにも対応で
きる力を養っています。

●選択型プロジェクト学習で取り組んでいる活動とリンクた形
で、各チームでプレゼンテーションのプローチャートを考え、
それに沿ったプログラミングを開始しています。タブレット
タッチを使うことで、音声だけでなく、タッチ操作での分岐処
理が簡単にできるようになります。

★プログラミングコンテスト出場希望者には、個人ごとに企画書を提出してもらいました。企画書に
は、これから開発していきたいプロジェクトへの自分の思いや開発に向けての具体的なスケジュールな
ど、自由に記載するようにしています。

★提出した企画書を校内で審査し、全国大会に向けての校内代表チームを編成しました。ここで選出さ
れたチームの活動の様子は、次ページからのリーフレットに記載しています。

全国プログラミングコンテストより（平成３０年２月、平成３１年２月）

平成29・30年度 新見市立新見第一中学校プログラミング教育の取組

うちの学校に
「Pepper」がやってきた！
～プログラミングが教えてくれること～
平成27年度より新見市内全中学校にタブレットPC(iPad）が導入されました。平成29年度からはプログラミング用のロボッ
ト（Pepper）が全小中学校に3年間限定で導入されました。この恵まれた環境の中で、学校現場でどのようなICT活用教育
やプログラミング教育がなされているのか、新見第一中学校での実践を中心に紹介します。

２０１８．１０．１．

プログラミング学習 授業の趣旨
現在の子どもたちは、将来ロボットやAIとともに仕事や生活をすることが予想されていま
す。Pepperの顔はとても愛らしく、子どもたちの興味を引きつけます。そして、ほかのロ
ボットでは体験することができない、「感情を持ってコミュニケーションをしているよう
な感覚」を体験できます。この経験は、将来の自分たちを予想し、未来を考えようとする
姿勢を育てることにつながります。
学習の中では、単なるプログラムの理解や表現だけでなく、社会との関連や将来への活用
など、グループ活動や討論の中に発信も加え、学習効果をさらに高められるように工夫し
ていきたいと考えています。

子どもたちが、楽しみながら成長する姿はたくましく
世界に羽ばたく人材に育つことを願っています
指導者の感想より
例えば、東京に遊びに行く手段はいくらでもあります。プログラミングも同じで、ゴール
にたどり着くにはいろいろなパターンがある中で、どの方法が一番効率が良いのか、分か
りやすいのか、楽しいのかなどということを一つずつ考えながらゴールを目指します。こ
ういう考え方をプログラミング的思考といい、プログラミング学習の基本です。
プログラミング教育には教科書がありません。何をしなければならないのかさえ決まって
いません。そのため、授業ではテーマを決めることから始めます。テーマを決めるだけで
も何時間もかかることもありますが、そうすることで、スタートからゴールを見通した
時、子どもたちが何をすべきかをより明確にイメージするようになると思います。
教師も生徒も目標がはっきりしていて、時間も決まっています。ゴールで何をするのかも
わかっていて、使えるプログラムも決まっています。足りないものはアイディアだけで
す。だから楽しいのです。プログラミングの授業は、学ぶことが楽しいとほとんどの生徒
は言うと思います。
プログラミング教育は、コンピュータを使いこなす技術を養うのではなく、思考力、表現
力、そしてコミュニケーション力を高めることが大切で、それが夢をかなえるということ
につながると思います。生徒には、世界に羽ばたく人材に育って欲しいですし、そのチャ
ンスだとも思っています。

実践概要

プログラミング学習と総合的な学習の時間
新見第一中学校では、プログラミング学習を総合的な学習の時間で実施するプ

H29. 1.25

【Pepper社会貢献プログラム】

ロジェクト学習（課題解決に向けて企画・実施・まとめ・発表・振り返り）の
一環としてとらえ、プログラミングの技術的な要素の習得だけではなく、将来
子どもたちが生きる社会で必要と予想される「協力してものを創造する力」や

スクールチャレンジ採択決定

H29. 2. 6

Pepper入学式

H29. 2.17

先行授業開始

H29. 2.28

プログラミング授業研修会

H29. 5.29

プログラミング授業開始

「様々な情報をもとに、最善の答えを導き出す力」を育成していくことをねら
いとしています。本年度は特に、昨年度から培ってきたプログラミング学習を
もとにして、プロジェクト学習発表会で、「プログラミングされたロボットを

【基礎・応用】

用いたりタブレットPCのプレゼンテーション機能を用いたりして、学習の成果
H29. 6.16

プログラミング授業研修会

H29.11.17

校内プログラミングコンテスト

H29.12.15

新見市プログラミングコンテスト

Pepperを使ったプログラミング学習そのものが楽しいです

H30. 2.11

全国プログラミングコンテスト
中学校部門 銅賞

学ぶことの楽しさが実感できます

H30. 3.15

を効果的に相手に伝える」ことに重点を置き、発表会というゴールまでの道筋
をイメージした授業展開を心がけています。

WRS2018(ワールドロボットサミット）
【エントリー申請・書類審査】

生徒の感想より

H30. 4.15

プログラミング教育研修会

プログラミングは、チームメイト一人一人のアイディアをまとめることから始

H30. 5.11

WRS2018出場決定

まります。ペッパーを動かすための配線（コード）は一つ間違っても動いてく

H30. 5.21

プログラミング授業開始

れません。その原因を探すのにもすごく時間がかかり、原因がわかった後も、

【発展】

それを直すのにさらに時間がかかって、何回も壁にぶつかって、また始めに

H30. 6.12

WRS2018出場記者発表

戻ってという作業を繰り返します。友だちともすごく話し合って、家でもすご

H30. 7.20

校内プログラミングコンテスト

く考えてプログラムを作り直すので、いろんな視点で考えることや思考力が養
われると思います。

「主体的に学び合い、高め合う生徒の育成を目指して」
研究主題との関連
明確な目標を持たせゴールまでの道筋をイメージすること、PDCAサイクルでの
学習活動を展開すること、将来を予見するような最新のICTを活用すること、自
分たちの思いを的確に伝えるプレゼンテーションを行うことなどを通して、研
究主題に迫るような意識が生徒たちに湧いてくることを期待しています。

【プレゼン資料選考】

H30.10. 1

プログラミング授業研修会

H30.10. 6

教育セミナー実践発表

H30.10.13

WRS2018出場【経済産業省主催】

～10.21

ジュニア部門 ２位

H30.10.23

プログラミング授業研修会

H30.11.13

新見市プログラミングコンテスト

H31. 2.10

全国プログラミングコンテスト
中学校部門 銀賞
クラブ・部活動部門 銅賞
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平成30年度 新見市立新見第一中学校プログラミング教育の取組

うちの学校に
「Pepper」がやってきた！
～プログラミングの可能性・新たな発信～
平成30年度は、プログラミング学習が新たなステージへ飛躍した年になりました。プログラミングの基礎・基本学習をもとに
して、課題解決に立ち向かう学びの力、表現力やコミュニケーション力の高まりがみられ、学校代表チームが、全国、そして
世界の舞台で、自分たちの学びの成果を堂々とプレゼンテーションすることができました。
今回のpart２では、代表生徒の取組を中心に、プログラミングの可能性や発信の様子を紹介します。

小学校低学年向けアプリ
国語＆英語 「スイミー」 より

私たちにとってPepperは単なるロボットではありません。先
生や友だちと同様のパートナーです。学習するときには先
生の手助けをしたり、私たちにいろいろな質問をしたりしな
がら、学ぶ楽しさを教えてくれる存在です。

World Robot Summit2018（WRS）は、ロボットの活躍が期待されるさまざまな分野において、世界中から
集結したチームがロボットの技術やアイディアを競う競技会と、ロボット活用の現在と未来の姿を発信する展
示会とで構成されています。ロボットをテーマに人々がつながり、未来を語り合う場。それがWRSです。

2018.10.13.～21.
挑戦から解決へ

オープンデモンストレーション用企画書

ワールド ロボット サミット 2018
一部抜粋

約1年前、私たちの学校にPepperが8台導入されたことをきっかけにして、学校生活でのロ
ボットと人間との生活について体験的に学ぶようになりました。ロボットの可能性は大き
いことを知った半面、人間ならではの「考える・想像する」力は、まだロボットには負け
ないことを感じました。学校におけるロボットとの共存場面として、授業の一場面で
Pepperが子どもたちとのコミュニケーションを通して、子どもたちに考える力をつけさせ
るプロジェクトを思いつき、開発を始めました。考える力は幼いころから鍛えることが大
切だというアドバイスを受け、小学校の授業で使えるプロジェクトに設定しました。
Pepperが物語を紹介し、登場人物の心情を考える問題を出し、子どもの反応に合わせて返
答をしていきます。さらに、飽きさせないようにお楽しみコーナーを設け、楽しみなが

表彰式

第2位受賞

ら、そして集中できるような要素を取り入れました。全体を通して、Pepperのしゃべりや
動作だけでなく、タブレット表示や音楽にも工夫を凝らし、思わず笑顔がでるようなプロ
ジェクトにしています。

プログラミングで学んだこと

チームリーダー 妹藤明音

今になって思うと、プログラミングは私を変えてくれたと思っています。私は、プログラ
ミングを通して、物事を筋道が通るように並べる力（論理的思考力）やプレゼン力を鍛え
ることができました。この経験は、私にとって本当に貴重で、これから生きていく中で宝

オープンデモンストレーション

物になっていくと思います。特にWRSでは、私の英語への考え方が変わり、通訳になると
いう夢を見つけることができました。私はプログラミングを通して本当にたくさんのこと

競技一例 スキルチャレンジ

を学ぶことができました。

学びに向かう力 とは

チームメンター 藤井幸治

学びのスタイルは様々です。学校での学びは基本的に集団学習です。集団での学びは基
礎・基本の習得と応用力の育成を目指すもので、日本では定着したスタイルです。しか
し、今回参加したWRS2018では、既存のスタイルを大きく変えるインパクトのある学びとな
りました。世界から集まった仲間（15チーム総勢80名）が一つのエリアに入り、主催者か
ら与えられた課題に立ち向かいます。指示書はありますが教科書や参考書は一切ありませ
ん。大会関係者からのアドバイスもありません。引率者は生徒との接触を禁止されていま
す。その中で、子どもたちは、チームにとって経験したことのない課題を、自分たちの力
だけで克服する力が要求されます。大会前半は時間だけが過ぎてしまい、試行錯誤しても
結局何も進展しない状況が続きました。そこで各チームが行ったことは、お互いの知識や
技術力を交換し合い自分たちでイノベーションを目指そうというものでした。「知りた
い」「伝えたい」という思いは、言葉の壁を乗り越え、片言の英語力でもコミュニケー
ションが成立し、日を重ねるにつれ課題克服に向けて動き出しました。一日10時間、計9日
間の学びの場を経験したことは、子どもたちにとって大変意義深いもので、総力を挙げて
学びに立ち向かうことの素晴らしさを実感したものになりました。

審査直前

ジュニアカテゴリー（19歳以下）スクールロボットチャレンジに3年生の森茉奈美さんと妹藤明音さんが出場
し、世界各国から集まった15チーム中第2位となるNEDO理事長賞とロボット学会特別賞をダブル受賞しました。

世界の仲間とともに！

主催：経済産業省、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)

人と関わることの大切さ

会場：東京ビッグサイト

チームメンバー 森 茉奈美

大会冒頭、英語で4つのタスク（課題）が与えられました。私たちは何をすればいいの
か分からず、呆然としました。いきなり現実を突きつけられ、絶望にも近い感情を抱き
ました。翌日、主催者から他チームと交流してもよいことを知らされ、分からないとこ
ろを教えてもらったりアドバイスをしてもらいながら作業を進めました。この体験を通
し、プログラミング学習とは技術や知識を身に付けるだけでなく、様々なことを学んだ
り、コミュニケーション力を身に付けたりすることが必要ということを知りました。プ
プログラム調整中

他チームからも注目

ログラミングでは失敗はつきものです。解決するには問題が起きている部分を見つける
必要があります。これは最初からやり直すようなもので、精神的なダメージが大きく、
それまで費やしてきたものがダメになってしまうことも少なくなかったです。問題点を
見つけるには視点を変えて考え直す必要があります。一つの物差しで測ってはいけない
し、失敗したら見方を変えてみることの必要性も学びました。大会の共通語は英語なの
で、英語の大切さを実感したとともに、英語を話せるようになりたいと感じました。
様々な国の人と交流し合えたことは、私たちにとって宝物となりました。つたない英語
が通じたことが嬉しかったです。たとえ言葉の壁があろうと、伝えたいという思いがあ
れば通じるのだと、人と通じ合えることはなんて素敵なことなのだろうと感動しまし
た。一期一会。人と関わることの大切さを学びました。

競技を終えて

これができたら、あなたも世界デビュー！

会話はすべて英語です

タスク１：人と会話する

タスク２：人の固有情報を認識する

●人がPepperに近づき「Hello」と話しかける。

人がTシャツを着て片手を上げている。

●近づいた人の方を向きPepperが短い会話をする。

●Pepperは人の感情を認識し、一文で発話する。

●会話の最後にPepperが「何が必要？」と聞く。

●Pepperは人が上げている手を認識し、一文で発話
する。

●その人が「xx」と言うと、Pepperは先生のところま
で行く。
●「xx」が あ る か を 先 生 に 聞 く（xx は あ り ま す
か？）。

●Pepperは人の着ているTシャツの色を認識し、一
文で発話する。

タスク３：文字を認識する
●Pepperが一番左の文字看板に近づいて文字を認識し、文字を読み上げる。
●Pepperが真ん中の文字看板に近づいて文字を認識し、文字を読み上げる。
●Pepperが一番右の文字看板に近づいて文字を認識し、文字を読み上げる。
●Pepperが認識した３文字の単語を発話する。
タスク４：任意の場所に移動する
●人がPepperを黄色のパネルまで案内する。
●Pepperが人を案内して、青色のパネルまで移動する。
●人がPepperに「赤色のボールまで行って」と言い、Pepperは「分かった」
と言う。
Pepperに文字を認識させている様子

●Pepperが赤色のボールを探して、単独でボールまで移動する。

インクルーシブ 人にやさしいPepper
～プログラミング部の挑戦

岡山支援学校での実地検証を通して

iPadやPepperなどが導入され大変に恵まれた教育環境にあ

支援学校向け「ペッパー先生」の学習アプリ

る本校の生徒の中から、特別支援学校の子どもたちにも有
効活用できるロボットプログラムを開発したいという提案

●「もの」の名前を当てよう

がなされました。普通学校と特別支援学校をつなぐPepper

●「あいさつ」をしよう

を目指し、インクルーシブという概念を生徒自らの手で広
めるための画期的なプロジェクトが、プログラミング部の
活動としてスタートしました。岡山支援学校の先生や児

●「数」を数えよう
●「ひらがな」を読もう

童・生徒に協力を仰ぎ、インクルーシブの考え方である
「すべての子どもたちに同じ学びを届けよう」を、Pepper
のプログラムを共同開発することで目指しました。Pepper
は先生役として支援学校の子どもたちの前に立ちます。な
ぜPepperなのか、それはPepperが広く知られており親しみ
がもてるロボットだからです。ただ、障害のある子どもた
ちにとっては、簡単には扱うことができません。このこと
は、実地検証を通して体験的に学ぶことができました。先
生の補助も得ながら、簡単な操作で思い通りの反応ができ
るような工夫を取り入れ、支援学校の多くの子どもたちに
笑顔が届けられるようなプログラムが徐々に具体化してい

支援学校での実地検証からわかったこと
●自然な会話に！

単純な絵に
●動作をつけて人間らしく！

きました。

●絵を単純化しわかりやすく！
●誤動作が起きないように！
話し終わらない
と反応しない
いつでも反応

子どもは相手の話が終わる前に
しゃべり出すことがよくありま

す。各センサーのボックスを直列から並列にすることで、
Pepperが話し終わる前に話しかけたり操作したりしてもス

タッチパネルのボタンを大きくシンプルにすることで、操作しや

ムーズに反応します。プログラム全体として、このような配

すくなります。2度押しによる誤動作防止機能もついています。

列を数十か所組み込んでいます。

腕や手が不自由な子どもたちにとって、少々乱雑な操作をしても
正しく反応します。

生徒の声より

ソフトバンクグループ主催の全国プログラミング成果発表会に、

私たちの「インクルーシブ」への熱意

インクルーシブをテーマにしたプログラミング部3年生チーム

が伝わったことを嬉しく思います。全

と、WRSでも活躍した3年生チームが出場しました。両チームと

国のレベルの高さに驚きながらも、同

も高い技術力とプレゼン力でチームの取組が認められ、表彰台に

世代の考えやプログラミングの技術の

立ちました。

高さを知ることができました。

中学校部門 銀賞
クラブ・部活動部門

2019.2.10.

銅賞

全国プログラミング成果発表会

東京ソフトバンク本社
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ᶅ

ᶆ

ᶇ



ड़ΝٽΌɼߏ಼৻ࠬ
ಊΝߨ͑ɽ՟࣎ؔΝཤ
༽͢ͱϕϫήϧϝϱή
Νߨ͑ɽ

ߏ಼৻ࠬ

ࢤݡϕϫήϧϝϱήՎනճ

λϓφώϱέϑυΨ৻ࠬ

څಊɼٗढ़Ռ͵ʹͲ
үްՎ͍ͮͪࣆྭΝϕ
Ϫκϱτʖεϥϱ͢ͱ͏
͚ɽ

दͲۂࣰ༽ભΝܩକ
ร༲ͪ͢ࣆྭΝϕϪκϱ
τʖεϥϱ͢ͱ͏͚ɽ

ᶅ

ΦϱφϨʖεʖφɼदࣰۂભϪϛʖφड़

ᶆ

λϓφώϱέॽྪ৻ࠬ

ᶇ

Πϱίʖφ౦ධ


સࠅճ

Ν༙ڠྭࣆͪ͢༽ɽ

ਫ਼ైͶΦϱφϨʖεʖφ

ΖɽदۂΏ՟࣎ؔΝཤ

༩ඍ৻ࠬ

ͪद༙ڠྭࣆۂɽ

 ೧݆̐  ϕϫήϧϝϱήՎනճ

ϕϫήϧϝϱήऀճ߫ݛಊखૌ
㸰࣭㸱ᖺ⏕ᑐ㇟ 3HSSHU ࢳࣕࣞࣥࢪྥࡅ࡚ 
ݡཱིࢤݡҲָߏ


λϓφώϱέήϩʖϕͶΓΖϕϫήϧϝϱήՎනճʤસࠅճʥͶ͜ͱɼճड़س
ंͺɼ࣏͞ͳΝཀྵմ͢ɼਅ͢ࠒΊ६ඍΝ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ

સࠅճτʖϜ ʰऀճ՟ୌΝմ݀ͤΖ 3HSSHUʱ
          ʛ3HSSHU Ͳ͖͢Ͳ͘͵͏๏๑Ͳऀճ߫ݛΝΌͨ͑͡ʛ


ಊ༩ఈ
 ݆Ծ२ΓΕɼຘु̏յఖౕ๎՟ޛɼϕϫήϧϝϱήಊΝߨ͑ɽՈٵΊ͖Δͺൔೖఖౕ
਼ुؔͶΚͪΕಊΝߨ͑ɽָ͖̐غΔͺ๎՟ޛʀౖ༷ೖͶಊΝߨ͑ɽ

ड़ৼߑ͓
ᶅ າஎֆͶேક͢ͱΊΓ͑ͳͤΖ͗ͬ࣍ـ͏کචགྷͲͤɽ
ᶆ ݀͢ͱ͍͘ΔΌͥɼࣨഌ͖Δָ;ɼͳ͞ͳΞΏΕକ͜Ζࠞ͗ـචགྷͲͤɽ
ᶇ ࢻΝ߁͚ͬɼϕϫήϧϝϱήٗढ़దགྷોҐָसචགྷͲͤɽ
ᶈ ߁͏ਕࡒʤऀճਕʥͳαϝϣωίʖεϥϱ͗ۅదͶͳΗΖ͞ͳ͗චགྷͲͤɽ
ᶉ ਕͲࣙͬ࣍ـΝ֮Ͷන͘ͲݳΖ͞ͳ͗චགྷͲͤɽ

ΦϱφϨʖ๏๑ʀড়݇  ˓ߏ಼મߡΝ͢Ήͤʄ
ᶅ 3HSSHU ͲΏͮͱΊͪ͏ϕϫήϧϝϱή಼༲Νةժॽͳ͢ͱΉͳΌड़ͤΖɽ
˓سंͺɼΉͥ౽ҬΉͲՀਅ͢ࠒΊΝ͢ͱɼ۫ରద͵ࢨࣖΝण͜ɼةժॽΝड़ͤΖɽ
ݺਕୱҒͲةժॽΝࡠͤΖ͞ͳɽ
ᶆ ड़͠ΗͪةժॽΝߏ಼Ͳ৻ࠬ͢ɼָߏେනंΝ਼໌મड़ͤΖɽ
ᶇ ʰָਫ਼෨ʱͳʰϓϨʖ෨ʱοʖϞΝฦͤΖɽ

સࠅճಕΕ
ᶅ ࣏̏༩મ  ةժॽͶΓΖߏ಼େනમड़ʤ݆̓ʥ
ᶆ ࣏̐༩મ  ࢤݡϕϫήϧϝϱήճʤ݆̏̏ʥ
ᶇ ࣏̑༩મ  λϓφώϱέͶΓΖϕϪκϱʤϑυΨʥ৻ࠬʤ݆̏̐ʥ
ᶈ ຌճ   ϕϫήϧϝϱήՎනճʤ݆̐ʀ౨ښʥ


ฑ̑̎೧ౕ ϕϫήϧϝϱήऀճ߫ݛಊ ͨ̏
ࢂߡࣁྋ ָߏғབॽ


ฑ̑̎೧݆̏̎ ೖ

ԮࢃཱིݟԮࢃࢩԋָߏߏௗ       ༹
ݡཱིࢤݡҲָߏ 
ߏௗ ޛ౽ ऴଉ
ָߏͶͯ͏ͱʤ͟ғབʥ

वྮޫɼي৮Ͷ͕͖ΗΉ͢ͱͺΉͤΉͤ͟ੜӭ͞ͳͳ͕;جਅ͢͝Ήͤɽ
͠ͱɼݡҲָߏͲͺɼϕϫήϧϝϱήگүҲͱ͢ͳɼຌߏਫ਼ైͶΓΖಝพࢩ
ԋָߏָߏΝɼԾى௪Εܯժ͢Ήͪ͢ɽटࢭΝ͟ཀྵմɼ͚ͫ͟͠ͱ͢ྙڢ
͏ΉͤΓ͕͑ͪ͢͏͏بΉͤɽ
ى
̏ टࢭ



૱ద͵ָस࣎ؔͳ͢ͱࣰࢬ͢ͱ͏ΖϕϫήϧϝϱήָसͶ͕͏ͱɼຌߏਫ਼ైʤ̐ਕʥ
͗ɼ্֒Ν࣍ͯࢢʹ͗ϫϚρφͳৰΗ͏Ν௪͢ͱָसΝͪ͢ΕɼϨύϑϨΝͪ͢
ΕͤΖ͞ͳΝՆͳͤΖɼϕϫήϧϞΝΌͱ͏Ήͤɽຌߏਫ਼ైߏي͗ܓͶࡑ
͢ͱ͏Ζ͞ͳ͖͗ͮ͘͜Ͳɼຌߏਫ਼ైͺߏيگүಊͶͯ͏ͱཀྵմΝΌΓ͑ͳ͢
ͱ͕ΕΉͤɽસࠅϕϫήϧϝϱήαϱτηφࢂՅ༩ఈ͢ͱ͕ΕɼͲߏي࢘༽য়
ڱΏߡࡱ͵ʹΝϕϪκϱτʖεϥϱͶި͓ͱ͏ͪ͘͏ͳߡ͓ͱ͏Ήͤɽ

̐ ద
ָसࢩԋͳϨύϑϨࢩԋΝͤΖϫϚρφϕϫήϧϞ͗ɼಝพࢩԋָߏݳͲࣰࡏͶ
࢘༽Ն͖ʹ͖͑ͤৄݗΖɽ

̐ ೖ࣎

݆̗̏̎̐ೖ ݆  ̗ʁ̑̎ʛ̏̓ʁ̎̎


̑ ं

ਫ਼ైʁ̑೧ਫ਼   ঘྜྷऴ೯ʀੁথబ



Ӏིʁकگײ། ౽Ҭ߀࣑




̒ ި௪घஊ

-5ʀώη


̓ ࢘༽  ࡒؽϫϚρφʤ3HSSHUʥͺഓंۂΝ௪ͣͱ൘ड़͢Ήͤɽ

̔ ୴ंʀ࿊ཙ  कگײ། ౽Ҭ߀࣑ʤϕϫήϧϝϱήگү୴ʥ

 ೖ༹ࢢ


ࢩԋָߏਫ਼Ώਫ਼ైΊ͵͠ΞྙڢΝಚ͵͗Δ࢘͏ͬ͟͞Νࢾͪ͢Εրવ఼Νซ͏ͪ
ΕͤΖಊΝߨ͏Ήͪ͢ɽժୱ९ԿɼνροϚνϱࡠ͵ʹɼࢩԋָߏਫ਼ైત
ͶཱིͮͪրવࡨΝͯ͜ݡΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͪ͢ɽ

ฑ̑̎೧ౕ ϕϫήϧϝϱήऀճ߫ݛಊ ͨ̐

दۂ෨̑೧ਫ਼οʖϞ͗ɼࣰࡏͶࡠ͢ͱ͏Ζ 3HSSHU ϕϫήϧϞ͗ঘָߏݳͲ͓࢘
Ζ͖ʹࣰ͖͑ஏৄݗΝߨ͏Ήͪ͢ɽਫ਼ైड़ਐঘָߏͲ͍Ζ಼ָۢ๏ঘָߏڢ
ྙΝಚͱɼఁָ೧ָڅͶࡒؽΝ࣍ͬࠒΊໝ٘दۂΝߨ͏Ήͪ͢ɽ
ϕϫήϧϝϱήτʖϜͺʰ/HDUQLQJZLWKSHSSHUIRUWKHIXWXUHʱͲɼঘ͠͏͞Θ͖Δӵ
ޢΝֺ͚͢ਐۛͶͱͣ״Δ಼͑༲Ͷ͵ͮͱ͏Ήͤɽ3HSSHU ͢Ύ΄ΕɼνϔϪρφժ
ɼνροϏϋϩࡠ͵ʹɼ࢘༽ͤΖঘָਫ਼ͶΚͦͱ͘Όࡋ͖͚ՆѬΔ͚͢ࡠΕ͞Ξ
Ͳ͕Εɼ࣎ؔໝ٘द͗ͪ͢ͲۂɼΝಚΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͪ͢ɽ




ྫݫ೧ౕ ϕϫήϧϝϱήऀճ߫ݛಊ ͨ̏

ຌߏϕϫήϧϝϱή෨Ͳͺɼ ݆̏̎ೖ࠷ʰݡΖ͠ͳΉͯΕʱͲ 3HSSHU ͗ಝพड़
ԍͤΖϕϫζΥέφͶखΕૌΊΉͪ͢ɽݡΖ͠ͳΉͯΕࣰߨҗҽճͳ࿊ةͪ͢ܠժͲɼ
ஏҮԿͪΌͶ 3HSSHU ͗ʹΓ͑͵ༀׄΝՎ͖ͪͤ΄Ζࣰஏͱ͢ͳৄݗқັ͏
ΝΞͲ͏Ήͤɽ

ةժ̏ʰཅΕ 3HSSHUʱ
ʀཅΕ߁ಝઅୈͲʰΏ͛ΔࢢʱʰͻݡΏ͢ʱʰݡૈݫԽಆʱۄͶΚͦͱ
3HSSHU ਼ୈ͗ཅΖɽ

ةժ̐ʰϕϪκϱϘρϏʖʱ
ʀࣰߨҗҽճู͗ॄͪ͢ࣉ಼ࢤݡಒϛηνʖαϱέʖϩͲ࠹߶ৈΝͺͣΌɼಝમɼ६ಝ
મɼમͶ͵ͮͪࡠ఼̔̏̏ܯժΝखΕࠒΊɼࣉಒ໌ΝΚͦͱνϔϪρφͶ
නࣖͦ͠ΖɽҒࡠͺࣉಒΏ৻ࠬҗҽௗ͖ΔαϟϱφΝ 3HSSHU ͗େಣͤΖɽ
ʀφϪॶΝࣖͤؽΝ࣍ͪͦɼຌ෨͚ۛͶઅͤΖɽ

˓͞ϕϫζΥέφͺɼΖ͠ͳΉͯΕࣰߨҗҽճΝͺͣΌͳ͢ͱɼࢤༀॶΏࢤ಼ঘָߏ
ྙڢΝಚ͵͗Δࣰࢬ͢Ήͪ͢ɽ

ࣆ६ඍ༹ࢢ

















ΉͯΕೖ༹ࢢ










ਫ਼ై
ʀξψϝρέ͠ͳથࡋ͠Νඍ͓ͪқ͍ΖཅΕΝֺ͢ΞͲΆ͢͏ɽ
ʀ3HSSHU Ͷͯ͏ͱଡ͚ਕͶஎͮͱΔ͏ঙ͢ͲༀཱིͱΗͻɽ
ʀྙ͗รͫͮͪ͜ʹ୯͗ݡΏͤ͏ժනࣖͶ͗ͮͪɽ
ʀචགྷͳ͠ΗΖҐͲ͘ΖݸΕԢ͓ͪ͏ɽ

ྫݫ೧ౕ ϕϫήϧϝϱήऀճ߫ݛಊ ͨ̐


ࢂߡࣁྋ ฯүॶғབॽ

ྫݫ೧̗݆̐̔ೖ

ݡฯүॶௗ ༹
ݡཱིࢤݡҲָߏ 
ߏௗ ঘ౽ Ҳ
ฯүॶͶͯ͏ͱʤ͟ғབʥ

वྮޫɼي৮Ͷ͕͖ΗΉ͢ͱͺΉͤΉͤ͟ੜӭ͞ͳͳ͕;جਅ͢͝Ήͤɽ
͠ͱɼݡҲָߏͲͺɼϕϫήϧϝϱήگүҲͱ͢ͳɼຌߏਫ਼ైͶΓΖيฯү
ॶΝɼԾى௪Εܯժ͢Ήͪ͢ɽटࢭΝ͟ཀྵմɼ͟͏͚ͫ͠ྙڢΉͤΓ͕͑
ͪ͢͏͏بΉͤɽ
ى
̏ टࢭ



૱ద͵ָस࣎ؔͳ͢ͱࣰࢬ͢ͱ͏ΖϕϫήϧϝϱήָसͶ͕͏ͱɼຌߏਫ਼ై͗ɼ
ஏҮ՟ୌΝͯ͜ݡϕϫήϧϝϱήΝ௪͢ͱմ݀͢ͱ͏ָ͚सͶखΕૌΞͲ͏Ήͤɽ
ൢ߿ӏࡄ֒Ͷ͕͏ͱࢤݡͺਛ͵අ֒Νण͜ɼಝͶيฯүॶͶ͕͖ΗΉ͢ͱ
Ҳ࣎ถԄͶ͵Ζඅ֒Νण͜ͱ͏Ζ͞ͳΝ͍ͪΕͶ͢Ήͪ͢ɽฯүॶͶ௪ͮͱ͏
Ζଡ͚ࢢʹͪͬ͗ͯΔ͏ࢧ͏Ν͢͵͗Δਫ਼͏ͱ͢Ζ͞ͳΝͪ͢ͳ͘ɼ
3HSSHU Ν࢘ͮͱࢢʹͪͬৼΝঙ͢Ͳ༌ͤ͞ͳ͗Ͳ͘ΖͲͺ͵͏͖ͳߡ͓ɼࠕ
յಊΝةժ͢Ήͪ͢ɽ
͵͕ɼຌߏͲͺસࠅϕϫήϧϝϱήαϱτηφࢂՅ༩ఈ͢ͱ͕ΕɼಊͲ
༹ࢢΏߡࡱ͵ʹΝϕϪκϱτʖεϥϱͶި͓ͱ͏ͪ͘͏ͳߡ͓ͱ͏Ήͤɽ

̐ ద
ࢢʹͪͬΝֺ͢Ήͦɼฯүॶਫ਼घఽ͏͗ঙ͢ͲͲ͘ΖΓ͑͵ϫϚρφϕ
ϫήϧϞ͗ɼࣰࡏݳͲ࢘༽Ն͖ʹ͖͑ͤৄݗΖɽ

̑ ೖ࣎

݆̏̏̏ೖ ۜ  ̏̒ʁ̎̎ʛ̏̕ʁ̎̎


̒ ं

ਫ਼ైʁ̐೧ਫ਼   ෳీᠵླྀɼᚺปཥɼ৶୫࠹ຎɼᚺป༖



Ӏིʁकگײ། ౽Ҭ߀࣑ɼ گ། പਈӭ࣑




̓ ި௪घஊ

ࣙऄ


̔ ࢘༽  ࡒؽϫϚρφʤ3HSSHU̒ୈʥͺຌߏگҽ͗ӣ൘͢Ήͤɽ

̕ ୴ंʀ࿊ཙ  कگײ། ౽Ҭ߀࣑ʤϕϫήϧϝϱήگү୴ʥ




  

おわりに
振り返ってみると、今から約６年前に新見市内中学校を対象として、全生徒と全教員に
iPad が貸与され専用のネットワークが構築された。
「学びのイノベーション」というキャッ
チフレーズで、教育の現場に最新の ICT 機器が導入され、学びのスタイルに大きな革新が
始まった。さらに 3 年前より、ソフトバンクグループの協力により Pepper と専用機器が貸
与されたことで、新見市では ICT 教育と合わせてプログラミング教育が本格的にスタート
した。
教育機関としてこれだけの恵まれた ICT 環境が整っていることは、現段階においては全
国的に見ても珍しい。私たち教育関係者としては、このような環境の中で子どもたちの学び
がどのように進んでいくのか、どのように将来を担う子どもたちを育てていくべきなのか、
ということを問われる重責を負うこととなった。
私たちは子どもたちに対して、プログラミング教育を通して明確な課題意識と目標をも
ち、プログラミング的思考やコミュニケーション活動を駆使しながら、解決までのプロセス
を大切にしていくことの重要性を教えてきた。このことは私たち自身にも問われているこ
とで、ほぼ白紙状態のプログラミング教育が、この 3 年間で一定の成果が出てきたことに、
あらゆる面で協力していただいた多くの関係者に感謝をするとともに、子どもも大人も学
び続けることの重要性を改めて認識することとなった。
プログラミング教育は今後あらゆる教育現場で本格的に実施されることになる。そこで
は、先行き不透明な未来を生き抜き、どんな困難に遭遇してもそれを乗り越えようとする
「生きる力」が、一人でも多くの子どもたちに身につくことを期待したい。
本校で取り組んできたプログラミング教育は、目指すゴールに対してまだ道半ばである。
人的なこと、時間的なこと、技術的なことなど多くの課題が残っており、一つ解決すれば新
たな課題が見えてくる。しかしながらこの繰り返しが教育にとっては重要な要素で、終わり
のないゴールに向けて常に一つ先を見続けることで、私たちも子どもたちとともに歩んで
いきたい。

