
第５学年 プログラミング教育（Ⅽ分類）学習指導案 

１ 単元 「私たちの暮らしに役立つコンピュータ」 
２ 指導観 
 〇 本単元は、2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育の在り方について

「小学校プログラミング教育の手引〈第二版〉」に示されている「プログラムの働きや
よさ等への『気付き』を促し、コンピュータ等を上手に活用して問題を解決しようとす
る態度を育むこと」を主なねらいとしている。本内容は３つの段階で構成している。ま
ず、第５学年社会科「我が国の工業生産」と関連付け、コンピュータはプログラムで動
いていること等への気付きを教師によるプログラミング操作の視聴や命令カードでの
役割演技で図る。次に Scratch3.0を活用した３つのプログラミング体験を行い、身近
なプログラミング製品の認識を増やしたり、プログラムが意図を実現させることに有
効に働いたりすることのプログラムの便利さを理解させる。最後に、生活に役立つプロ
グラムを作成して劇で表現し合い、役立つプログラムの類推を広げられるようにして
いく。このことは、Society5.0 の社会を生きていく児童が、コンピュータを理解し上
手に活用することにつながる大変意義深いことであると考える。 

 ○ 本学級の児童○名（男子○名、女子○名）に令和元年○月○日、実態調査を行った。
その調査結果によると、コンピュータを扱うことが好きな児童は 90％（○名）であっ
た。操作の基となるプログラムの認識は 26％（○名）、作成方法を知っている児童は
０％（○名）であった。つまり、コンピュータは使うが、プログラムの働きには気付け
ていない状態と言える。また、身の回りにはコンピュータがたくさん使われていると回
答した児童は 97％（○名）であった。しかし、コンピュータが使われるところは、会社
（○名）や家（○名）等の大枠の回答が多く、スマートフォン（○名）等の具体的な回
答は少なかった。これは、児童が日常的にコンピュータと接触することは多いが、コン
ピュータがどんなものに使われているか具体的に捉えられていないことを表している
と考える。さらに、課題発見とその解決の調査として「あなたの生活でここが便利にな
ればなぁと思うことは何ですか。また、便利にするためにどんなことができますか。」
という質問をした。（コンピュータには限定していない。）その結果、「ない・無記入」
の児童は 81％(○名)であった。この結果から、児童は日常生活で自ら課題を発見する
ことはあまりしていないことがわかった。これらを総合し、２つの課題を考えた。１つ
は、児童はお掃除ロボット等、身近なプログラムの働きを認識できていない状態であり、
その点を気付かせることである。２つは、プログラミングは生活課題から意図を見いだ
し、それを実現させるために活用されている観点から、児童やその家族等の生活課題を
見つけ、それを解決できるプログラムを考えられるようにすることである。 

 ○ 本単元の指導に当たっては、「つかむ」「深める」「広げる」の３つの段階を設定して
行う。「つかむ」 段階では、児童がプログラムの働きに気付くために、社会科見学を基
に課題を設定し、Scratch3.0 でプログラムとその動きの関係を示したり、命令カード
でこれらの関係を役割演技したりすることを通して、実感を伴った気付きが得られる
ようにする。「深める」段階では、プログラムの有用性を理解させるために、まず
Scratch3.0で「順次」「繰り返し」「分岐」のプログラミングの基本的な操作を児童に
味わわせる。そのために、タブレットを一人１台使わせ、随所で考えさせる活動を入れ、
児童が主体的に活動できるように工夫する。また、お掃除ロボット等の教師作成プログ
ラムを操作させ、プログラムと生活との関連に気付けるようにする。その上で、身近な
プログラミング製品を挙げ、ワークシートを用いて意図や課題の必要性を掘り下げて
いく。その後、自分や家族の生活の課題を挙げ、それを実現させるための意図の設定や
役立つプログラムを類推する活動を行う。それをグループで紹介し合い、グループにと
って価値ある課題を１つに絞り、「広げる」段階につなげる。「広げる」段階では、役
立つプログラムを作成し、表現し合えるために、「深める」段階で設定したプログラム
の詳細を考え、劇にして紹介する。まず、ゴールとなる教師演出のモデル劇を実演し活
動の見通しをもたせる。次に、「深める」段階で設定した課題を解決するプログラムを
グループで協働的に考えていく。そのために実現させる意図（目的）の設定から、意図



を実現させるプログラムの作成までをねらったワークシートを活用し、児童の活動を
導いていく。プログラムが作成できると、練習の時間を取り、劇を発表し合う。発表側
は電子黒板にどんなプログラムか提示したり、発表前にどんな目的の劇かを説明した
りして劇を実演する。視聴側は、発表グループの目的と命令の整合に焦点を当て、共通
理解しておくことでプログラムの働きに焦点が集まるようにする。最後に劇と単元全
体の振り返りを行う。まず、劇で得た気付きをグループや学級全体でアウトプットし、
類推したプログラムの価値を共有する。単元全体の振り返りでは、学習前の自分と今の
自分を比較し、コンピュータについての学びを深めてきたことを実感させる。そして、
児童が類推したプログラムと近いプログラムを Iot ブロック「MESH」等で示したり、
プログラムが今後の生活でどのように役に立つかを考えさせたりして、今後も役立つ
プログラムを類推していこうとする態度につなげていく。 

３ 目標 

 〇 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 

あることに気付くことができる。                （知識及び技能） 

 〇 自分が意図した活動の実現のために、動きの命令の抽出、取捨選択、順序立てを行い、

試行錯誤を通して意図した活動へ近づけた表現ができる。（「プログラミング的思考」の

育成）                      （思考力、判断力、表現力等） 

 〇 コンピュータの働きを、よりよい人生や社会づくりに生かそうとしている。 

                           （学びに向かう力、人間性等） 

４ 学習計画（９時間） 

段階 配時 学習活動 ねらいと主な手立て 

つ
か
む ① 

〇Scratch3.0の命令ブロックとスプライト

（猫） の動きを見て、プログラムとそ

の動きの関係性について考える。 

〇役割演技を行う。 

 ⑴教師から児童へ命令を出す。 

 ⑵児童同士で命令を出し合う。 

〇コンピュータはプログラムで動いていること

に気付かせるために命令とその動きの対応を

見せる。 

〇コンピュータは何度も確実に繰り返すことや

人から命令を与えられていることに気付かせ

るために、命令カードでプログラムの命令と

その動きの疑似体験をさせる。 

深
め
る 

④ 

〇Scratch3.0の操作体験をする。 

 ⑴ずっと歩き続ける命令を与える。 

 ⑵お掃除ロボットの簡易的な命令を与え

る。 

 ⑶近づくと止まる（衝突防止）命令を改

善し、より優れた命令を与える。 

 

 

○身の回りのプログラミングされたものに

ついて考える。 

 

 

 

○生活に役立つプログラムを考える。 

 ⑴自分や家族の生活の課題を立てる。 

〇簡単なプログラミングを行うために、電子黒

板に教師の操作画面を映し、児童と一緒に操

作する。 

○児童が操作方法について考えることができる

ように、１つ１つの操作に十分な時間を確保

する。 

○全体での進度を揃えるために、操作が早い児

童は周囲の支援をさせる。 

○児童に想起させやすくするため、Scratch3.0

で教師が作成したプログラムを提示する。 

○次の活動につなげるために、プログラミング

されたものの課題を段階的に掘り下げ、ワー

クシート①に記入する。 

○児童の生活に役立つプログラムを考えさせる

ために、前の活動を参考にどんなものがあっ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵グループで課題を交流し、取り組みた

いプログラムを決める。 

たら便利か考え、そこから自分の課題を考え

させるようにする。 

○協働的な学びとするため、グループにとって

価値のあるプログラムを１つに絞る。 

広
げ
る 

④ 

〇プログラム劇の準備をする。 

 ⑴劇のモデルを示す。 

 ⑵プログラムの内容を考える。 

 ⑶ワークシート②を加筆修正しながら、

劇を制作する。 

 

 

 

 

 

 

〇プログラミング劇を行い、交流する。 

 ⑴発表の視点を揃える。 

 ⑵発表する。 

 ⑶劇を振り返る。 

 

 

 

 

 

○単元を振り返る。 

○児童にプログラミング劇のゴール像をイメー

ジさせるため、教師演出の劇を紹介し、見通

しをもたせる。 

〇課題から解決までの児童の思考を流れやすく

するため、ワークシート②を活用する。 

〇プログラムの意図等を常にグループで共通理

解できるように、ワークシート②に記入させ

可視化された状態で展開させていく。 

〇児童の活動が円滑に進むように、机間指導を

繰り返し、グループの意図に沿う助言や提案

を行う。 

○各グループが考えたプログラミングの働きに

焦点が集まるように、見る視点を、どんな課

題（困っていること）か、何の役に立つのか

、どんなプログラムか、どんな動き（劇）か

の４つにそろえる。 

○各グループのプログラミング劇の良さが自覚

できるように、劇発表後に教師が価値付けた

り、児童同士で働きについて伝え合わせたり

させる。 

○プログラミング劇と現実を結び付けて児童が

とらえられるように、教師が IoTブロック「

MESH」を活用し、生活に役立つプログラム

を提示する。 

○コンピュータが我々の生活に役立ち、それを

活用できることの価値認識を深めさせる。 



本時（６/９時） 

※ 「広げる」段階は、「深める」段階での資質・能力の上に、小学校プログラミング教育

の３つの資質・能力の最終的な目標達成を目指しています。 

〇 令和○年○月○日（○） 第５学年○組 第○校時 ５年○組教室において 

〇 主眼： 前時に考えた目的（意図実現）に必要な命令やその順序を考える活動を通して、

劇で表現するプログラムを考える。 

〇 準備： 電子黒板、パソコン（Scratch3.0）、ワークシート⑥ 

〇 展開 

 学習活動 〇 指導上の留意点 ☆評価の観点 配時（分） 

導

入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展

開 

 

 

 

 

１ グループで考えたプログラミングにつ 

いて話し合う。 

⑴前時に決定したグループの目的を確認

し共有する。 

⑵教師のモデル劇を視聴する。 

 

 

 

⑶本時のめあてを設定する。 

 

 

２ プログラムを作成する。 

 ⑴命令を抽出する。 

 

 

 

 ⑵順序立て、ワークシートに流れ図で記 

 

 

〇 グループの意思を統一するために、共

通のワークシートに目的を記入する。 

〇 見通しをもたせやすくするために、学

級の課題に準じたモデル劇を演じる。 

〇 センサ、コンピュータ、動きの役が分

かるように、役割毎にたすきをつける。 

 

 

 

〇 意図の実現のために必要だと考えるセ

ンサ、コンピュータ、動きの役割をワー

クシートに記入する。 

〇 それぞれの役割に対応した命令を付箋

に書く。 

〇 意図した動きの実現のための思考がで

 

 

３ 

 

５ 

 

３ 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

２ 

 

【知識及び技能】 

 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 

あることに気付くことができる。 

【思考力・判断力・表現力等】 

自分が意図した活動の実現のために、動きの命令の抽出、取捨選択、順序立てを行

い、試行錯誤を通して意図した活動へ近づけた表現ができる。（「プログラミング的思

考」の育成） 

【学びに向かう力、人間性等】 

コンピュータの働きを、よりよい人生や社会づくりに生かそうとしている。 

プログラミング劇を行うために、困ったことを小さくするプログラムを作って、必要
な役割を考えよう。 



 

 

 

 

 

 

終

末 

 

入する。 

 

 

 

 

 

３ 自分たちのプログラミング劇について

次時での改善点を話し合う。 

きているか確認させるために、流れ図で

可視化させる。 

〇 目的に沿った役割や動きとなっている

か価値付けるために、机間指導し創造的

なアイデアを認めたり、抽象的な命令は

具体的になるように助言したりする。 

〇 作成した流れ図で劇ができるか身振り

や言葉等で確認させる。 

〇 流れ図を参考に、どの段階でどの役が

どんな言葉でどう動くのか設定させる。 

〇 次時での活動の見通しをもたせるため

に、できたところまでを確認し、今後取

り組んでいくことの優先順位を考え、見

通しをもたせる。 

☆【思考力、判断力、表現力等】 

 生活に役立つプログラムのために必要な

センサの役割を考えたり、プログラムと

整合性のあるセリフや動きを考えたりす

ることができる。（活動観察、振り返り分

析） 

 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

５ 

 

 

 

５ 

 

４ 

 

 

 

 

○ 評価規準 

Ａ Ｂ Ｃ 

生活に役立つプログラムに

必要な命令やセンサの役割

等を根拠を持って主張し、

グループ活動を牽引するこ

とができる。 

生活に役立つプログラムに

必要な命令やセンサの役割

等を主張することができ

る。 

 

生活に役立つプログラムに

必要な命令やセンサの役割

等を主張することができな

い。 

 


