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藤松小学校ＭＥＳＨを使ったプログラミング授業の実践報告 

１ 目的 

 平成２９年３月に公示された新学習指導要領に、新しくプログラミング教育が導入された。小学校段

階におけるプログラミング教育は、「子どもたちにコンピュータに意図した処理を行うように指示する

ことができるということを体験させながら、将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的

に求められる力としての『プログラミング的思考』などを育成するもの」である。 

 『プログラミング的思考』とは、自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組

み合わせが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらよいのか、どの

ように改善していけば、より意図した活動に近付くのか、といったことを論理的に考えていく力である。 

２ 目標 

① 身近なものにコンピュータが内蔵され、プログラミングの働きにより生活の便利さや豊かさがも

たされていることについて理解する。

② プログラミングを自分の意図した活動に活用していけるようにする。

③ 将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる「プログラミング的思考」

などを育むこと。

３ 指導計画 

(１) MESHの使い方を知る。（１時間）

(２) 身の回りのプログラミング

(３) センサーと機器

(４) MESH、iPad、アプリの使い方を学ぼう

（２）日常で使われているプログラミングを再現してみよう。（１時間）

① 暗くなると点灯する明かり

② 人が来ると点灯する明かり

③ 暗いとき、人が来ると点灯する明かり

（３）自分でプログラミングを考えて作品作りをしよう。（１時間）

① おもちゃ、便利なもの

② 人の役に立つもの

（４）プログラミングで作成した作品を発表会をしよう。（１時間）

① 班のメンバーをⅰ説明する人、ⅱ見て評価する人の半分に分ける。

③ 準備する１０分 ⇒見て回る①１５分 ⇒見て回る②１５分 ⇒評価する５分

一番よい評価の班に紹介をしてもらう。

４ 指導の実際と考察 



 プログラミングとは難しいもの、自分には関係ないないもの、ほとんどの児童はそう考えていた。ロ

ボットやコンピュータよりもつかみづらいものと考えているのではないだろうか。また、ほとんどの教

員も同じように、難しくて厄介なものと捉えているようだ。 

 しかし、今回本校の秋重教諭は、子どものそうした苦手意識を理解し、分かりやすい形で短時間に、

プログラミングと子どもたちの接点をコーディネートした。 

（１）ステップ１

 まず、秋重教諭は「身近なものにプログラミングされた

ものはどんなものがあるか」と尋ねた。はじめ子どもたち

は、パソコンやロボット、テレビやゲーム機などしか思い

つかなかった。これらももちろんプログラミングされてい

るが何がどうプログラミングされているか分かりにくい。 

そこで、秋重教諭は、「何もしなくても勝手に動くもの

はないか」と問いを進めた。そうすると子どもたちは、信

号機や自動ドア、自動販売機、改札機など、人が何もしな

くても必要に応じて、何かを感知して動くものを見つけ出

した。センサーの存在とセンサーを利用したプログラミングによる機器動作の存在を知ることができた

のである。ここで、秋重教諭は MESH の存在を知らせた。人の動きや揺れ、動く方向や速さ、温度や

湿度、明るさや速さなどを感知することのできるセンサーと、GPIO という機器を動作させる接点、そ

してそれを Bluetooth で感知して命令を加える iPadとアプリの存在を知らせ、自由に触らせた。【※ 
ここでは教師サイドの準備不足（充電不足や機器機能の理解不足）で十分な活動はできなかった】子

どもたちは、教師の心配を通り越して、iPadの操作などはお手の物で、プログラミングに取組むこと

に興味をもたせることができた。 

（２）ステップ２

そして、秋重教諭はここで「条件」「行動」という二つのキー

ワードを子どもたちに示した。「暗くなる」という「条件」にな

ると、「明かりをつける」という「行動」を機器が行うことを、

「iPad（アプリ）を使って機器に命令する」こと、これがプログ

ラミングなのだという説明を行った。そして、簡単な 3 つの課

題を示し、班で協力してクリアさせた。課題は次の 3 つであ

る。①暗くなると明かりがつく、②人が来ると明かりがつく、③暗いときに人が来ると、明かりがつく

という 3 つのプログラミングの練習である。 

子どもたちは、はじめ MESH と iPadの同期のさせ方

やスイッチの入れ方、アプリの操作方法など、戸惑いも

感じられた。しかし、さすが現代のスマホ世代であ

る。（親が誰しも使い、子どもも日常的に使っている）

創造的にアプリを使いこなし、あっという間に課題をク

リアすることができた。 

子どもはプログラミングの感想を次のようなことを書

いている。 



●私はプログラミングと聞いたときよく意味が分からな

かったけれど、何回かしているうちに分かってきて、条

件を出して行動させるものでとても楽しく学べました。 

●プログラミングとは、機械などを自動で動くように条

件を付けて行動パターンを作って動かすこと。 

●大事なのはちゃんと条件を付けてプログラムすること。

プログラミングは生活の色々なものに利用されている。 

●正しい条件を付けたプログラミングをしないと大変な

ことになる。 

●便利なものだけれど、条件や設定、順番などを間違えると、ロボットだけですごい力になるので、恐

ろしいものでもあるということが分かりました。 

●いつもタブレットでゲームをしているけれど、そのゲームはプログラミングをされていると知れてよ

かった。 

●人が通ると音が鳴ったり、光ったりすることもプログラミングだと知ってびっくりしました。

●自動で色々なことができてスゴイものだけど、「心」がなくてプログラミングされたことしかできｊ

ないから、人間がしっかり条件を打ち込まないと危ないものだと思った。 

 このように「条件と行動」という単純化された教材の示し方をすることによって、子どもたちはプロ

グラミングを身近なものに感じ、もっとしてみたいという思いをもつことができた。 

（３）ステップ３

ここで秋重教諭は、課題をクリアした子どもたちに、「今度は自分の頭で生活に必要なものを自由に

考え、自分たちでアイデアでプログラミングをして、１つの製品を作ろう」と持ち掛けた。そして、子

どもたちに「【      】したら⇒

【      】なる」というワークシ

ートを用意し、アイデアを考えさせた。

子どもたちはＭＥＳＨのセンサーを利

用して、色々なプログラミングを考えた。 

◎廊下で走っている人を見たら、注意

（呼びかけ）をする。 

◎温度の高さが変わったら、扇風機など

が回る。（温度をちょうど良くする） 

地面が揺れたら、音が鳴る。（災害セン

サー）

◎つまみ食いしたら、うるさい音が鳴る。

（つまみ食い防止器） 

◎外出した時玄関に人が通ると、音が鳴るし光が付く。（防犯装置）

◎魚が来てボタンを押したら、糸が巻かれる。（児童釣り機）

◎（「だるまさんが転んだ」をするとき）人が動いたら、光る。（だるまさんセンサー）

◎温度や湿度が変わると、下がると青く光り、上がると赤く光る。



◎温度・湿度を検知して、音とライトで知らせてエアコ

ンをつける。

◎ポイ捨てをしたら、注意をする。

◎隠した宝物に近付いたら、音が鳴る。

◎雨が降ったら、音が鳴る。

◎ボタンを押したら、ライトが点灯する。

◎カラスがごみをあさくろうとすると、音が出て光る。

◎授業中にしゃべっていたら、音が出る。

そして、秋重教諭はお互いのアイデアを持ち寄り班で話し合い、班で１つの製品作りに取り掛からせ

た。そして、次の時間にそれぞれの班の作った製品の発表会をすることを告げた。最後に、プログラミ

ングは便利なものであるけれど、使い方を間違えると恐ろしい兵器になることも告げると、子どもたち

はプログラミングすることの重大さも認識していた。 

●プログラミングは人を楽しませ、人のためになる便利でいい

ものだと思いました。でも使い方を間違えると人類を滅ぼす兵

器にもなることを知って、もしプログラミングをする仕事にな

ったら気を付けようと思いました。 

●いつもタブレットでゲームをしているけれど、そのゲームは

プログラミングされていると知れてよかった。人が通ると音が

鳴ったり、光ったりすることもプログラミングだと知ってびっ

くりしました。 

●私はプログラミング‼と聞いたときよく意味が分からなかったけれど、何回かしているうちに分かっ

てきて、条件を出して行動させるもので楽しく学べました。 

●なかなか良い案が出なくて困ったりしたことが残念だった。私はプログラミングをしたことがなかっ

たけど、ちょっとうまくできたし、楽しくできたのでよかった。 

●プログラミングは人を楽しませ、人のためになる便利でいいものだと思いました。でも、使い方を間

違えると人類を滅ぼす兵器になることも知って、もしプログラミングをする仕事になったら気を付けよ

うと思いました。 

●なかなか自分で考え、実行するのが難しかったけど、みんなと協力して作れたのでよかったです。

●プログラミングを習えてよかったです。ボタンを押すと光ったりしておもしろかったです。もっと習

いたいです。 

●プログラミングは簡単と思ったけど難しかった。だけどプログラミングをすると自動的に電気がつく

など自分の分からなかった仕組みが知れて嬉しかった。 

●今回プログラミングをしてみて、自分が普段使っているものがどれだけ苦労して作られたのかが分か

って大切にしようと思いました。 

●私はプログラミングのことを全然知りませんでした。自動○○など「自動」とついたり、ＡＩなどを

使っているのは全てプログラミングだということが分かりました。将来ＡＩを使っているのが多くなる

から、この授業で学んだことを生かしたいです。 

●最初は電気をつけることなどがプログラミングというのを初めて知って驚いたことがあったし、逆に

楽しさも出てきました。自分でモノを動かすのがとても楽しかったです。 



●今まで習った６つのセンサーを正しい条件で組合わせて作品を作りました。自分は小さな地震からみ

んなが気付き避難ができたらいいかと思いながら考えました。将来本当にそのようなセンサーができれ

ばいいなと思いました。 

（４）ステップ４

「プログラミングで作ったものを発表しよう」秋重教諭が子どもたちに告げた。 

「今からそれぞれの班のアイデアを製品にしたものをお客

さんに見てもらい「イイネ」をつけてもらう。その製品のど

こが良いか画用紙に書いて分かりやすく説明する。製品のよ

さだけでなく、どうやってよさをアピールするのかも大事。

たくさん「イイネ」がもらえるように頑張ろう。」そして、

下記のように時間を設定した。 

発表準備１５分；①動くようにする。②発表する人と発表を見に行く人に分かれる。 

発表① １０分；半分の人が自由に７つの班の発表を見に行く人と＆発表する人に分かれる。 

発表② １０分；交代して製品を見に行く。 

結果発表 ５分；「イイネ」の数を集計する。 

まとめ  ５分；まとめと振り返りを書く 

各班の発表内容と得点は次の通りである。 

班 商品名と説明 獲得ポイント 

１

班 

温度調整呼びかけ器【温度⇒マイク⇒スピーカー】 

温度が高くなったり、低くなったりすると呼びかける。 
２点 

２

班 

人感せんぷうき【人感・温度湿度⇒GPIO⇒扇風機】 

人が来て一定の温度になるとモーターが回る。 
６点 

３

班 

地震察知センサー【動き⇒スピーカー⇒LED】 

小さな地震でも気付くことで、早く避難できる仕組み。目や耳が不自由

な人にも気付けるようになっている。目の不自由な人は音で分かる。耳

が不自由な人は光で分かるようになっている。地震察知センサーは、子

供から高齢者まで幅広く地震に気付くことができる。 

２３点 

４

班 

ちょうどイイネ君【温度変化⇒点灯⇒スピーカー】 

温度が変わると、音が鳴り、光が出る。 
３点 

５

班 

明るさ・温度・湿度変わったら音鳴るセンサー 

  【明るさ変化⇒ベルの音、温度・湿度変化⇒目覚ましの音】 

この商品は、明るさが変わるとベルの音が鳴って、温度・湿度が変わる

と目覚ましの音が鳴る。 

２点 

６

班 

自動点灯システム【人感 or ボタン⇒暗い⇒ライト】 

人・明るさを感知して電気をつけるシステム。ボタンを押してもつく。 
５点 

７

班 

お知らせインターホン【ボタン 1 回⇒ｽﾋﾟｰｶｰ再生】 

インターホンを押すと「ピンポン」だけではなく、違う音が鳴る。
６点 

８

班 

電気をつけます【人感⇒明るさ⇒ｽﾋﾟｰｶｰ⇒LED】 

電気を付けるのを忘れたり、面倒くさいとき、これで解決できる。 
１７点 



子どもたちの感想 

●自分たちで人の役に立つプログラミングを作れたので良かったです。
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1    学習は楽しかった。 

2 将来役に立つと思う。 

3 もっと詳しく知りたい。 

とても 少し あまり 全く 

●プログラミングの授業を受けて、プログラミングするときに条件を入れなければならないと分かった。

自分たちの班はちゃんとモーターが回らなかったけれどプログラミングのことを知れてよかった。 

●プログラミングを今まで、仕事で内容をまとめることだと思っていたけど、色々なことに使えること

を知ったし、面白いと思った。

●あまり高評価はもらえなかったけど、一票でも入っていたの

で達成感はあった。嬉しかった。

●班のみんなで作った商品が２位で悔しかったけど、みんなが

私たちの商品を理解してくれてよかった。

●初めプログラミングはとても難しいと思ったけどとても簡単

にできて、プログラミングは生活のたくさんの場所で使われ

ていることを知った。

●僕はプログラミングを勉強して分かったことがあります。それは人助けもできるというところです。

でも、悪い使い方をするといけないことが分かりました。

●プログラミングをしだした時、こんなのかんたんと思っていたけど、ちょっと難しくてびっくりした

けど最終的にはできてよかったです。

●プログラミングをしたことで、将来役立つことなどを開発し実際に使うと便利によいことになると思 
った。何を作るか、決めるかは難しかったけど、実際 iPad でやってみると簡単に楽しくできた。

●プログラミングは条件を間違わなければロボットが作れたり、目の不自由な方、耳の不自由な方でも

利用できたり、たくさんの人の役に立つことができるようなものになることや、プログラミングはど

うやってするのかなどを知れて、もっとプログラミングをしてみたいと思うことができたのでよかっ

たです。

●ぼくはこれから人々の暮らしや製造する時間を短縮することができると知ってとてもよかった。

●違う班を見ることで、いろんなアイデアがあるんだと

思った。将来クラス全員でプログラミングをしたら

様々なアイデアですごいものができると思う。

●将来ＡＩの発達が進むと思うので、今よりも多くのＡ

Ｉを使うシステムが多いと思うから、今回の勉強が将

来行かせられたら良いと思います。

５ 成果と課題 

（１）プログラミングの学習について

プログラミングの学習後、プログラミング学習についてどう思うかアンケートを実施した。 



アンケートの結果、９５％以上の児童がプログラミング学習は楽しかったと答え、将来役に立つと思

う児童も９５％以上いた。おおむね児童にとって魅力的な教材であり、身近に感じて、役に立つと感じ

ることのできる学習だと感じた。また、プログラミングについてもっと詳しく知りたいと思う児童は８

０％程度にとどまり、全く思わない児童が３名もいたことから、プログラミング学習は、得手、不得手

の意識の差が大きい学習だと感じた。苦手意識の強い児童には、何らかの対策が必要かもしれない。 

 とはいえ、はじめプログラミングは難しいもの、自分には関係のないものと思っている児童が多か 
ったのにもかかわらず、児童の感想にも見られるように、「はじめ難しいと思っていたがやってみると

簡単だった。」と感じた児童が増えていた。これはMESHやiPadを使うことや、簡単なアプリの効果や

教師が学習のハードルを意図的に下げる働きかけをしたことにより、得られた成果であると考える。ま

た少数だが逆にプログラミングは難しいと答えた児童もおり、さらにハードルを下げる学習展開が必要

である。 




