
 
 
 
 

１ 単元を通した授業デザイン 
  本単元は，コンピュータやプログラミングについての基礎的な知識や考え方をもとに，よりよい学校生活を送る

ために必要と思われるプログラムやロボットを班ごとに企画・開発していくことをねらいとしている。その際，
Scratch やプログラミング教材を活用し，児童たちが考えたプログラムの動きを可視化することで，問題点や改善
点を把握・共有しやすくし，試行錯誤しながら主体的・協働的な学びが達成できるようにしていく。 

  児童たちはこれまで，Scratch を使って，プログラミングの基礎的な知識や考え方を学んできた。この単元では，
プログラミングの知識や考え方をより一層身につけるとともに，学校という身近な場所をよりよくしていこうとす
る活動を通し，現実社会での活用に目を向けさせ，「AI・ロボット（プログラミング）の活用によって，私たちの生
活がより快適で効率的になっていること」についても気づかせていきたい。 

２ 単元における ICT 活用のポイント  

  児童たちは，これまで Scratch を使ってプログラミングを学んできた。そこで培った知識を生かしていくため
に，Scratch を用いてプログラミング教材を動かしていく。導入型反転授業を取り入れ，個人でのプログラム作成
の時間を確保しつつ，グループでの学び合いに多くの時間を使えるようにしていく。 

３ 本時の町研究テーマとの関連 

Ⅰ-①-学ぶ内容の最適化  Ⅱ-②-論理的・批判的思考力  Ⅱ-③-問題発見解決力・創造力  

４ データ連携・活用システム 

  ②ルーブリック等評価を活かした学習指導・評価 

５ 本時のねらい    

  自分たちの立てた計画に基づき，試行錯誤しながら，プログラムすることができる。 

６ 学習過程と ICT の活用（５／８時） 

学習活動 ○ 教師の支援  ■ ICT の活用  ※評価 

１ 本時の課題を確認する。 
 
 
 
A 学校をよりよくするためのプログラムを

改善することができる。 
S 友だちの考えやアドバイスを生かして，プ

ログラムを改善することができる。 
２ 本時の課題を解決する。 
(1) クラウド上にある各自のプログラムを共

有し，グループごとに本時の目標を立てる。 
(2) それぞれの考えてきたプログラムを実行

しながら，改善する。 
(3) 他のグループと交流し，自分たちの課題

解決に役立てる。 
(4) 交流をもとに，もう一度グループでプロ

グラムを見直す。 
３ 本時のまとめと次時の見通しを立てる。 
 ・進捗状況や次時に向けての課題をグルー

プで話し合い，企画書にまとめる。 
・ルーブリックで振り返る。 

○ 授業前にプログラミング教材で作ったロボット，タブレッ

ト端末，ノート PC，企画書を準備させる。 

■ 導入型反転授業を取り入れ，個人個人でプログラムを考え

た上で本時の授業に臨ませることで，グループでの協働的な学

びの時間を多く確保する。 

○ ルーブリックを設定することで，児童に学習の見通しをも

たせると共に意欲を高める。 

○ 自分たちの企画書を確認させ，学校をよりよくするという

目的に合ったプログラムを作っていくことを再確認する。 

〇 学習の PDCAサイクルを意識させながら，本時の活動に取り

組めるようにする。 

■ クラウド上でプログラムを管理することで，共有をスムー

ズに行えるようにする。 

■ Scratch を使ってプログラムを考えたり，ロボットを動かし

たりする。 

※ 課題を解決するために，グループで協力してプログラムを

つくることができたか。(発言・感想) 

○ さらなるプログラムの改善のためにできることをグループ

で話し合い，次時の導入型反転授業の課題とする。 

■ ルーブリック評価を入力させる。 

〈 本時で利用している ICT 機器・ソフトウェア等 〉 

電子黒板，大型液晶ディスプレイ，タブレット端末（iPad），Windows端末(Windows10)，Scratch3.0 と Scratch 
Link，プログラミング教材（レゴ®WeDo  2.0），協働学習支援ツール（スクールタクト） 

学校をよりよくするためのプログラムを

改善しよう。 

６年２組 総合的な学習の時間「プログラミングで学校をよりよくしよう」 
【 Ⅰ 個々に応じた学び  Ⅱ 主体的・協働的な学び  Ⅲ 探究志向の学び 】 

授 業 者：上野 聡士   ICT 支援員：阿部 榮幸   場所：６年２組教室 



プログラミングでよりよい学校生活をつくろう  

指導計画（全８時間） 

次 時 ・主な学習内容 〇指導上の留意点 ☆支援 評価【観点】［評価方法］ 

１ 

つか

む 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・身の周りのプログラム

について想起させる。

（AI・IOT など） 

・scratch と WeDo2.0 を

接続し、簡単なプログラ

ムで動かしてみる。 

・WeDo2.0 のモデルライ

ブラリ（16 種類）のロボ

ットを分担して組み立

て、基本的な機能を知

り、今後のロボットづく

りの参考にする。 

（課外） 

 

 

○単元の計画を伝え、WeDo2.0 を使って、学

校をよりよくするロボットを作っていくこ

とを確認する。 

☆タブレット PC を用いる。（Scratch Link）

ICT 支援員に使い方等の説明をしてもらう。 

ペアリングの設定は事前に済ませておく。 

 

○モデルライブラリのロボットの動きは動

画で撮影し、いつでも確認できるようにして

おく。 

○傾きセンサー・人感センサー・モーターの

全てに触れるよう指示をする。 

ルーブリック評価① 

A LEGO を使って、どん

なことができるかアイデ

アを出すことができる。 

S LEGO を使って、学校

をよりよくするためのア

イデアを考えることがで

きる。 

 

【課題設定の力】プログ

ラミングに関心をもち、

進んで取り組もうとして

いる [活動] 

 

 

 

 

２ 

広げ

る 

② 

③ 

 

 

・新地小学校の課題など

をもとに、ロボットのア

イデアを広げる。（反転

授業） 

・グループごとに自分た

ちのアイデアを企画書

にまとめる。 

 

 

○マインドマップなどのシンキングツール

を活用し、視覚的にまとめさせる。 

○ロボット作りの目的を見失わないように、

作る目的やどんなプログラムを組むかを最

初に決めさせる。 

（企画書に書く主な内容…どんな課題に役

立つのか・ロボット名・元にするモデルライ

ブラリ・機能・プログラムさせたいことなど） 

ルーブリック評価② 

A 新地小学校のよりよ

くしたい点をプログラミ

ングとつなげて考えるこ

とができる。 

S よりよくしたい点を

もとに、どんなプログラ

ムやロボットにすればい

いか考えることができ

る。 

 

ルーブリック評価③ 

A 3 人のアイデアを企

画書にまとめることがで

きる。 

S そのロボットがどう

学校に役立つのかを考え

ながら、企画書にまとめ

ることができる。 

 

【将来展望の力】 

今までの学校生活を振り

返りながら、学校をより

よくしようとする気持ち

をもとうとしている。[ワ

ークシート・発言] 

 

LEGO を使って、どんなことができるか、アイデアをふくらまそう。 

学校をよりよくするための企画書をつくろう。 



３ 

考え

る 

④ 

 

 

 

 

 

 

⑤ 

本

時 

 

⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 

 

 

・モデルライブラリの

ロボットを元に、自分

たちのロボットを作

る。 

 

・企画書やその時間で

出た改善案をもとに、

プログラミングを行

う。（反転授業） 

【① 本時の計画→②実

行・修正→③交流

→④実行・修正→

⑤振り返り】 

 

 

 

・班ごとに報告会にむ

けて準備をする。 

 

 

〇ロボットのデザインを早めに完成させる

よう声掛けをし、プログラミングに子ども

たちの思考が集中するようにする。 

 

 

○手元に企画書を置き、その都度確認した

り、改善したりさせながら、進めていく。 

○LEGO とつなげずに、プログラムを組ませ

ることで、動きを予想しながらプログラム

を組むという経験を全員にさせる。 

〇３人の役割は決めず、役割を変えながら、

全ての活動に触れさせる。 

○基本的に活動場所は各班、机上とし、必

要があれば使用想定場所に移動して、ロボ

ットを動かす。 

 

 

〇ロボットのプログラミングが完成した班

からプレゼンの準備に取り組ませる。 

ルーブリック評価④ 

A 企画書を元にロボッ

ト作りとプログラミング

づくりを進めることがで

きる。 

S 全ての活動をチーム

で協力しながら、進める

ことができる。 

 

ルーブリック評価⑤⑥ 

A 学校をよりよくする

ためのプログラムを改善

することができる。 

S 友だちの考えやアド

バイスを生かして，プロ

グラムを改善することが

できる。 

 

 

 

 

ルーブリック評価⑦ 

A 報告会にむけて、話す

内容や役割を決めること

ができる。 

S より魅力が伝わる報

告会にするためにアイデ

アやアドバイスを出すこ

とができる。 

【課題設定の力】プログ

ラミングに関心をもち、

進んで取り組もうとして

いる。[活動] 

 

 

４ 

伝え

る 

⑧  

 
・ロボット報告会 
自分たちが企画・開発
したロボットについ
て、プレゼンテーショ
ンをする。 
 
・「ロボット・プログラ
ミング」について考え
る。 
・振り返り・まとめ 

 

 

 

・単に機能の説明だけでなく、そのロボッ
トを開発しようと思ったきっかけや工夫
したところ、学校の課題解決にどのように
役に立つのかなどをプレゼンするよう指
示する。 
〇発表を聞く側には、ワークシートに感想
や良かった点、アドバイスなどを書かせ
る。 
〇ロボット（プログラミング）の活用によ
って，私たちの生活がより快適で効率的に
なっていることに気づかせる。 
〇本単元全体を通した振り返りとして、ス
クールタクトに感想を書く。 

 

 

ルーブリック評価⑧ 

A 報告会を通して、それ

ぞれが開発したロボット

の良さに気づくことがで

きる。 

S 報告会を通して、ロボ

ットの良さについて考え

ることができる。 

【社会参画の力】望まし

い社会や町づくりの創造

に参画しようとしてい

る。 [活動] 

 

学校をよりよくするためのロボットやプログラムをつくろう。 

報告会に向けて、準備をしよう。 

ロボット報告会をしよう。 




