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ＭＥＳＨを活用した授業実践について

１ 実践教科・学年について

・単元：2 学年「電流とその利用」における発展学習として実施

中学校では、技術科において「情報に関する技術」において、(1)情報通信ネットワークと情報モラ

ル、(2)ディジタル作品の設計・制作、(3)プログラムによる計測・制御について指導することになっ

ている。「指導計画の作成とその内容の取扱い」で、各項目に配当する授業時数及び履修学年につい

ては、地域、学校及び生徒の実態等に応じて各学校で適切に定めることとなっている。本校では、(1)､
(2)に重点を置いて指導している実態があることから、技術科での実践ではなく、理科の発展学習とし

て実践してみることとした。

２ 指導内容について

  中学校理科では、プログラミング学習自体を指導する単元は存在しないため、あくまでプログラミ

ング的思考（論理的な思考）の育成を目的とすることを念頭に置かなければならない。実践単元であ

る２学年「電流とその利用」では、「電気回路についての観察、実験を通して、電流と電圧との関係

及び電流の働きについて理解させるとともに、日常生活や社会と関連付けて電流と磁界についての初

歩的な見方や考え方を養う」ことをねらいとしている。そのため、ここでは単元の学習の最後に、発

展的な学習として身近なセンサーの活用例を参考に、自ら考えた利便性や夢のあるプログラムの作成

と実践を通して、論理的思考力の育成を図っていきたいと考えた。また、３年「科学技術と人間」の

単元においても扱うことが可能であり、今回の実践をさらに深める機会とすることができるのではな

いかと考えている。

  今回は、初めての扱いとなるため、以下のような無理のない内容を実践してみた。

＜指導計画＞：４時間扱い

時間 主な指導内容

１ ・MESH の紹介（簡単な例をグループごとに作成させてみる）

・日常生活でどのようなセンサーが利用されているか考える

・具体的な仕組みを１つ考える（場合によっては宿題とする）

２ ・４人グループを作り、各自の宿題の紹介と、それを組み合わせた回路を考える。（ワー

クシートに手書きで作成）

・作成した回路を基に、iPadでプログラムを作成する。

３ ・作成したプログラムにより回路（機器）が正しく動作するかどうか確認する（机間指導

による支援）。

・余裕のあるグループは別の回路を作成する。

４ ・各グループの作品を発表し、評価する。

・「考え方」の振り返りを行う。



３ 指導略案

＜目標＞

・身近な現象を予測して、何が起こるか順序立てて考えることができる。

・MESHの機能を活用して、センサーとして正しく操作できる。

＜１時間目＞ 

過程 時配 学習内容と活動 教師の指導と支援 評価 

導入 10 分 

○身近な場面でセンサーか利用さ

れている例を考える。 

○プログラミングを理解する。

○さまざまな種類の具体例が出る

ように考えさせる。 

・冷蔵庫内の温度が上がると、自

動的に冷やす。 

・近づくと自動的にドアが開く。

など 

○「Ａが起こる→Ｂが起こる」こ

の矢印のつながりがプログラミン

グだと伝え、その思考の練習をす

る旨の話で展開していく。 

＜Ｚ 

説明 10 分 

○MESH の紹介をする。 ○iPad およびMESHを配布し、

使い方を説明する。 

· 電源の入れ方

· 電源の切り方（確認方法）

· 操作方法

（MESHのチュートリアルを

利用する） 

○MESHと iPad のペアリング

は事前に済ませておく。 

練習 10 分 

○４～５人グループに分かれ、

MESHを用いて課題を作成する。 

①人が通ると音が鳴り、もう一度

通ると音が止まる。 

②人が通ると音が鳴り、光る。

○この時間内に iPad およびME

SHの使い方を身に付けさせる。 

○混線を防ぐために各班はなるべ

く離れさせる。 

○作成の早いグループは課題以外

○ M E S H

の機能を活

用して、セン

サーとして

正しく操作

できる。 



③振動を感じると青色に光り、振

動が大きくなると赤色に光る。 

④温度が 30 度以上になるとプロ

ペラが回り以下になると止まる。 

⑤暗くなると光る。

⑥20度以上で音が 5回（それぞれ

1秒）鳴る。 

⑦音が聞こえると光る。

⑧3 回ボタンが押されると写真を

撮る。 

⑨1回目のボタンで音が鳴り、2回

目のボタンで光る。 

⑩音とボタンが同時に起こると光

る。 

にも、どのような事が出来るか

色々いじらせてみる。 

課題 20 分 

○一人ひとつずつテーマを選び、

それに適した、具体的な回路の仕

組みを考える。 

～テーマ一覧～ 

・天気 ・料理 ・お風呂

・防犯 ・家の中 ・職場

・福祉（体が不自由な方）

・掃除 ・安全 ・スポーツ

○完成しない場合は宿題とする。

○練習で作成した具体例を更に複

雑化していくなど、スタート地点

を支援する。 

○近いテーマの人でグループを作

成するので、人数が偏り過ぎない

ように調整する。 

○誰が何のテーマを選んだか把握

しておき、次回までにある程度の

グループ分けをしておく。 



＜２時間目＞

過程 時配 学習内容と活動 教師の指導と支援 評価 

導入 5分 
○近いテーマの人で４～５人グル

ープに分かれる。 

○グループを発表し、人数の微調

整を行う。 

発表 10分 

○グループ内で１人ずつ、考えた

回路を発表する。 

○少人数の中で発表しやすい環境

づくりに努める。 

検討 35分 

○班員の回路を組み合わせ、一つ

の回路を作成する。 

・プリント上に回路図を作成する。 

・必ず一人ひとつはアイデアを出

し、回路に組み込む。 

○MESHの模型を用意し、まず

紙面上で回路図を作成できるよう

にする。 

○早く完成したグループには、よ

り複雑にするか、もうひとつ別の

回路図を作成するように指示を出

す。 

○身近な現

象を予測し

て、何が起こ

るか順序立

てて考える

ことができ

る。 

＜３時間目＞

過程 時配 学習内容と活動 教師の指導と支援 評価 

導入 5分 

○前回グループ内で考えた回路を

確認する。 

実験 30分 

○MESHを用いて回路を作成す

る。 

○うまくプログラムが機能しない

グループには柔軟に声かけをして

いく。 

○ MESH

の機能を活

用して、セン

サーとして

正しく操作

できる。 

発表 

準備 
15分 

○完成した回路を次回プレゼンす

るための役割分担を行う。 

・発表時間は１グループ２分以内。 

○早く準備できたグループは 2 つ

目の回路作成およびプレゼン準備

に取り掛かる。 

＜４時間目＞

過程 時配 学習内容と活動 教師の指導と支援 評価 

導入 10分 

○前回考えたプレゼン内容を確認

する。 

○発表のルールを確認する。

・時間は 1グループ 2分以内。

・発表を聞く生徒たちは素晴らし

かった点などメモを取る。 



発表 25 分 
○グループごとに発表していく。 ○発表の環境づくりに努める。

感想 5分 

○他グループの発表を聞いて、感

想をまとめる。 

○何人か指名し、感想を引き出す。 

まとめ 10 分 

○プログラミングを振り返り、思

考の組み立て方に生かしていく。 

○過去に行った実験を例えなが

ら、理科の実験においてどのよう

な思考回路を持ってほしいか伝え

ていく。 

○身近な現

象を予測し

て、何が起こ

るか順序立

てて考える

ことができ

る。 

４ ワークシート

５ 授業実践を通して

（１）良かった点

・電子機器の利用で生徒の授業意欲はそれだけでも高まった。

・指示を与えることで自分たちの思い通りに動かせることから、自分たちの指示の間違いや、どんな

指示を与えればいいのかを真剣に考えていた。なので、思考の内容を整理していくことができた。 
・日常にあるセンサーを考えさせたときに、複数の指示が複雑に組み込まれていることが生徒自身で

理解することができた。

・指示がそのまま MESH の動作になるので、因果関係を理解するいい材料になった。

・発表時にタブレットの画面をテレビに映し出すことができたので、生徒はよりわかりやすい発表を

展開できた。聞き手側も、実際にセンサーが反応する様子を見られるので新鮮に感じていた。

・回路のデータだけでなく、話し合いの記録なども写真やメモという形でタブレット内に残すことが

でき、班内での情報共有が容易だった。



（２）改善点 
・時数を５時間で行おうとしたが、６時間～７時間は必要。 
・単元では、中学校では２年ではなく３年の単元６での実施が内容的にはいいのではないかと思う。 
・温度・湿度センサーに対してはドライヤーと湿らせたティッシュで対応した。それでも発表時の反

応には時間がかかってしまったので、発表練習の時間をもっと確保すべきだった。 
 
 




