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MESH を活用した授業実践報告 
 

対象学年：小学３年生  対象人数 ３５人  教科： 理科   
単元名： 磁石で遊ぼう ～ライトレールで Go！Go！～          
 
【目的】 
本校では、B 分類の授業実践を大切にしている。つまり、教科で学習してきたことを活かすこと、必要感のあ

るプログラミングの場を設定すること、それによってさらに問題解決が行われ、子供たちは教科の学習とプログ
ラミングの有用性を感じることができることを大切にしている。これまで、micro:bit を使って実践を行ってき
た。今回は、MESH のセンサーと micro:bit を連動させることで、身の回りには多様なセンサーがあり、その信
号を受けて実際にものの動きが変化することをプログラミングという視点で考えていくことをねらう。 
また、小学校プログラミング教育の手引き第２版から、プログラミング教育のねらい①プログラミング的思考

力を育むこと②プルグラムの働きやよさ、情報社会がコンピュータ等の情報技術によって支えられていることな
どに気付くことができるようにするとともに、コンピュータ等を上手に活用して身近な問題を解決したり、より
よい社会を築いたりしようとする態度を育むこと、③各教科等の内容を指導する中で実施する場合には、各教科
での学びをより確実なものとすることである。 
 
【授業目標】 

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
目
標 

○光センサーなど身近なものにはプログラミング活かされていることに気付くことができる。
また、問題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・技能） 

○光センサーを感知して、電車を止めたり動かしたりするなど、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
組み合わせたらいいのか、記号の組み合わせをどのように改善していけばより意図した活動
に近づくのかといったことを論理的に考えることができる。   （思考・判断・表現） 

○自分たちが生活する富山市が一層、環境に配慮し、便利になり、美しさを兼ね備えた市にな
るよう（SDGs）、未来のライトレールについて、自分たちが学習した磁石の性質をプログラ
ミングを使って活かしていこうとする態度を養う。    （主体的に学習に取り組む態度） 

理
科
の
目
標 

〇磁石の力で電車を走らせる活動を通して、磁石の性質を理解し、条件を整理しながら実験を
進めることで問題解決の基本的な技能を身につけるようにする。    （知識・技能） 

〇磁石によって動く電車と動かない電車を比較し、その差異点や共通点を基に、問題を見いだ
し、表現することができるようにする。              （思考・判断・表現） 

〇ライトレールを動かしたい、たくさんのお客さんを運びたいという願いをもち、それを追求
する中で、主体的に問題解決しようとする態度や学んだことを学習や生活に生かそうとる態
度を養う。                     （主体的に学習に取り組む態度） 

 
  



【学習指導計画】  （全１５時間） 
時 主な学習活動 子供の様相  

第１次 ライトレールを動かそう！ 

① 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

② 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
＜教師提示＞ 

 誘導ひもを引き、赤色のライトレール（以下：電車）

を動かす 

〇班ごとに色々な色のライトレールを動かす。 

（自由な試行活動の場） 

・赤電車とオレンジ電車は動かせたよ。でも、青電車、
緑電車、紫電車、黄電車の電車は動かせないよ。 

・分かった！赤電車と比べると青電車と緑電車はプラ
スチックや木が裏についているから、そこがダメな
のかもしれない。 

・でも、紫電車は赤電車と同じように裏に銀色のもの
がついているようだけど、どうして動かないの？ 

・オレンジ電車は裏に磁石がついているから電車は動
いているよ。 

・でも黄電車の裏にも磁石がついているのに電車は動
かないよ。磁石に違いがあるのかも。 

〇電車を動かして気付いたことを話し合い、磁石の問

題解決の見通しをもつ。 

・赤電車と青電車と緑電車を比べたら、プラスチック、
木は磁石に引き寄せられないのではないかと思う
よ。→磁石に付くものと付かないものがあるのかな 

・赤電車と紫電車を比べたら、同じ銀色のものでも、
磁石につくものと付かないものがあるのではないか
と思うよ。→同じ銀色だけど磁石に付くものと付か
ないものがあるのかな 

・黄色電車とオレンジ電車を比べたら、磁石でも引き
合うものと引き合わないものがあるのではないかと
思うよ。→磁石には引き合うものと引き合わないも
のがあるのかな 

 
 
・教師提示では、裏面に鉄が付いている赤
色の電車が動く様子を見せる。子供は同
じように動かしたいと願い、班に分かれ
て色々な色のライトレールを動かそうと
する。しかし、以下のように下に付いて
いるものが異なるため動かすことができ
ない。その際、実験をしながら動く電車
の色と動かない電車の色や、気付いたこ
とをワークシートに記録することで、動
かない理由を整理しながら予想できるよ
うにする。 

＜電車の色と裏についているもの＞ 
赤：鉄、青：引き合う極、緑：プラスチッ
ク、紫：アルミ、黄色：退け合う極、オレ
ンジ：紙、黄緑：木 
 
・どの電車を比較したのかを明確にして話
すようにすることで、子供たちが考え方
を働かせて根拠をもって話をできるよう
にする。 

 
・電車を引く活動から見えてきた明らかに
したい内容を整理して板書に位置づける
ことで、これから学習する内容に見通し
を持てるようにする。 

 
 
 

③ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

④ 

 
 
〇磁石をもって身近なものの中に磁石に付くもの付
かないものがあるかを調べる。 

・机の天板は木でできているから付かないね。 
・机の脚は銀色だから付くね。 
・窓枠は銀色だけど付かないね。 
・筆箱の金具の部分は銀色だから付くね。でも、磁石
の部分は付くものもあるし、付かないものもあるね。 

・クリップはいっぱい付いたよ。クリップは磁石がな
くても付いたよ。 

○調べ活動の結果を出し合い、整理する。 
・金属ではないものは、磁石に付かないんだね。 
・金属の中でも、鉄だけが磁石について、それ以外は
磁石に付かないんだね。 

・磁石には付く向きがあるかもしれないよ。 
・クリップや釘は一度磁石に付いたら、磁石の力を吸
収するのかもしれないよ。 

・電車の活動から見通しをもった磁石の性
質について、身の回りのものにも適用で
きるかを考えながら活動することで、一
般化ができる磁石の性質を実感を伴って
理解する。 

・アルミや鉄でできているものを意図的に
探索させることで、金属の種類に目が向
くようにする。 

・クリップや釘などを意図的に探索するこ
とで、磁化について目が向くようにする。 

 
・分かったことを板書に位置づけること
で、子供たちの確かな知識とする。 

・疑問や新たな予想を分かったこととは別
に板書に位置づけることで、磁石の性質
の解明の見通しを持てるようにする。 

いろんな色のライトレールで GO!GO! 

磁石に付くものと付かないものがあるのだろうか 



⑤  
 
○磁石の向きを方位磁針で調べる。 
・真っ黒な磁石にも向きあることが分かった。同じ極
同士は退け合い、違う極同士は引き合うことが分か
った。 

○引き合う磁石の間の力と、磁石と鉄の間の力をイメ
ージ図に表す。 

・磁力君は、磁石から手が伸びて、鉄を捕まえようと
しているよ。磁力君は鉄以外の金属は捕まえない。 

・磁力君は N 極と S 極の間はお互いに手を出して強
く握手しようとしているよ。 

 
 
・方位磁針を使い極を調べることで、黒い
磁石や棒磁石、円形磁石にも極があるこ
とが理解できるようにする。 

 
・明らかになった事実を踏まえてイメージ
図を描くことで、複数の事実を共通のイ
メージで表し、使える概念を獲得できる
ようにする。 

⑥  
 
○磁化した釘が、別の釘を引きつけるか確かめる。 
・釘は磁石がなくても、別の釘を引きつけたよ。磁石
の力が釘に伝わったんだね。 

○釘が磁化することをイメージ図で表す。 
・磁力君は磁石に固定されているわけではなく、鉄に
移動できるよ。でも全ての磁石君が移動するわけで
はないから、釘の引きつける力は弱いのだと思う。 

 
 
・磁化した釘が、別の釘を引きつける検証
実験をすることで、鉄の磁化について理
解できるようにする。 

・引きつける釘の数や距離を測定すること
で、磁化した強さは本物の磁石に比べて
弱いことを理解できるようにする。 

・イメージ図に合わすことで、事実と概念
を関連付けられるようにする。 

第 2次 ライトレールにたくさんのお客さんを乗せて動かそう！ 
⑥ 

 

○電車におもりを乗せて動かす。 
・あれ、赤電車とオレンジ電車が動かなくなった。重
すぎるよ。 

 
 
〇これまでの学習を活かして、課題について解決策を

考える。 

・誘導ひもの磁石をもっと大きくすればいいのではな
いかな。そしたら、磁石が強くなると思う。つまり
磁石君の手がたくさん出てくるから、電車の鉄をが
っちりつかめるのではないかな。 

・電車の重さが重くなっても電車を動かせ
るかを問うことで、これまで学習した磁
石の知識を生かせるようにする。 

・イメージ図を基に解決策を考える場を設
定することで、なぜその方法が有効であ
るのかを学級全体に伝わりやすくする。 

⑦  
 
○誘導ひもの磁石を広くして、電車が動くかを確かめ
る。 

・あれ？電車が動かないよ。もっと大きい磁石にすれ
ばどうかな。 

○さらに広い磁石を使って電車が動くかどうか確か
める。 

・やっぱり動かないよ。 

・最初に一回り大きい磁石を使い、事実を
確かめ、さらに二回り大きい磁石を使っ
て事実を確かめることで、磁石の大きさ
が引く力に関係ないかもしれないと見通
しを持てるようにする。その一方で、磁
石の大きさが磁石の力に関係ないのかを
確かめたくなるようにすることで、問い
をつくれるようにする。 

たくさんのお客さんを乗せて動かすためにはどう
すればよいだろうか 

磁石にはむきがあるのだろか 

磁石について鉄は、磁石から力をもらっているのだろうか 

磁石を大きくすれば磁石の力が大きくなって、電
車を動かすことができるだろうか 

＜問いをつくる前の子供の考え＞ 
広い磁石を使えば、磁力君がたくさん出
ているから、磁石の引く力も大きくな
る。 



⑧  

 

 

 

〇バネばかりで広い磁石と狭い磁石の引く力を比べ

る。 

・磁石の広さは関係ないよ。 
○磁石の広さ大きさと引く力の関係をイメージ図を
使って説明する 

・磁石が大きくても小さくても磁力君の手の数は変わ
らないと言うことかな。 

・電車の鉄の太さが決まっているから、そこに接して
いる磁石の広さは変わらないよ。だから、その広さ
から出ている磁力君の手の数は同じだと言うことだ
よ。（磁束密度は同じ） 

・磁石君の手の様子を見てみたいな。 
○マグチップを使って、広い磁石と狭い磁石の様子を
比較する。 

・やっぱり同じくらいの力だったよ。 
○最初の課題「たくさんのお客を乗せて動かす」を解
決する方法を考える。 

・電車の鉄を太くすればいいのではないかな。 
・電車の鉄を前と後ろに付けて、鉄の数を増やせばい
いのではないかな。 

解決のための視点 
「ネジの接地面以外の部分の磁力」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑨ 〇考え出した方法で電車が動くか確かめる。 

・電車が動いた。明らかにした磁力君の性質を使えば、
重い電車も動かせるね。 

・もっと、複雑な電車の動きをさせたいな。 

 
 

他教科との関連 
総合的な学習の時間（３時間）「コンピュータを活用しよう 第２次：プログラミング体験しよう」 

① 
 

 
② 

 
 

 

③ 

○micro:bitの起動、ファイルの保存を理解しよう 

○インプットとアウトプットを体験しよう 

・Ａボタンを押すと LEDが点灯したよ。 
○「もし○○なら○○をする」（条件分岐）を体験しよ

う。 

・Ａボタンを押すと♥マークが出て、Ｂボタンを押す
と♪マークが出たよ。 

○繰り返しを体験しよう。 

・Ａボタンを押したら♥→♪の順で４回表示したら
消えたよ。 

 
・基本的なパソコンの操作、簡単なプログ
ラミングを理解するために、micro:bit を
使って、具体的な操作を交えて体験する。 

  

＜子供がもつと予想される問い＞ 
磁石が広くなったのに、磁石の力は大きくなって
いないのだろうか 

<深まった考え（再構築した考え）> 
決まった広さから出る磁力君の数

は変わらないから、下の磁石が広くて
も狭くても、車体の鉄の太さが狭いの
で、それ以上引き合う力からは生まれ
ない。 

＜次へ歩み出した姿> 
決まった広さから出る磁力君の数

は変わらないから、下の磁石が広くて
も狭くても、車体のネジの太さが狭い
ので、それ以上引き合う力からは生ま
れない。だから、鉄の太さを太くした
り、鉄の数を増やしたりすればよい。
（次の問題解決のサイクルへ入って
いく姿） 



第３次 磁石の力で未来のライトレールを動かそう 

⑩ ○富山市の中心街はどうして電線がないのだろうか。 

・先生の家の近くと富山市を比較すると、富山市は電
線がないね。 

・電線がないときれいな感じがするね。（美観） 

・電線がないと台風などで吹き飛ばされる心配はない
ね。（防災） 

・大きなトラックも心配しないで通れるね。（交通） 

○富山駅前も電線がなかったらいいのにね 

・富山駅周辺や大和前は電線がたくさんあるよ。もし
なかったら、富山市が目指している市に近づくと思
うよ。 

・未来のライトレールは電線がなければ、もっとよい
と思うよ。 

・磁石の学習で学んだことを活かして、未来のライト
レールを考えよう。 

・電線が多い町並み（教師の家の近く）と
富山市街地の写真を比較することで、電
線がない理由について考えようとする。 

・子供たちが考える電線がない理由を「美
観」「防災」「交通」などのキーワードで
分類することで、富山市が目指している
まちづくりを推測できるようにする。 

・富山駅前の架線がある写真を提示するこ
とで、「もし架線がなかったらもっと富山
市が目指す町に近づくのではないか」と
架線のない未来のライトレールを想像で
きるようにする。そして、自分たちの磁
石の学習を活かして架線のない未来のラ
イトレールを提案しようと意欲を高める
ことができるようにする。 

⑪ ○ライトレール前進させよう 

・Ａボタンを押すとライトレールが動き出し、Ｂボタ
ンを押すとライトレールが止まったよ。 

・関数「Ｃａｌｌ」の値を変化させ、電車を速くした
り逆向きに進ませたりしたよ。思い通りに動いてく
れて楽しいな。 

 

 

 

 

 

 

 

・教師が子供のペースに合わせて一つ一つ
ブロックをつなげていくことで、子供た
ちは自分で作ったプログラムで電車が動
いたと自信をもてるようにする。 

 

⑫ ○光センサーを使ってライトレールを停車させよう。 

・光センサーから信号が送られてきたら電車をストッ
プさせればいいから「もし○○なら、○○をする」
のプログラムを使えばいいね。 

・反対方向に進んだ場合も同じように作ってみよう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・できるようになったから、往復させたいな。 
・各駅に停車させたいな。 

・光センサーから信号を受けたときにどう
いう動きをさせたいかを考えることで、
総合的な学習の時間で学んだどのブロッ
クを使えばよいかを判断できるようにす
る。 

・実際に班で協力してプログラムを作りラ
イトレールを動かすことで、プログラム
ミングに自信をもてるようにする。 

 



⑬ ○目標通りに動かすにはどうすればよいだろうか。 

目標：４往復、自動で反対側へ動き出す 

   Ａボタンで動き出す 自動で止まる 

・ホワイトボードに書いて、みんなで考えたところ、
「繰り返し」のブロックを使えばいいかもね。 

・駅まで行ったら、１秒止まって、逆方向に動き出す
ブロックを入れればいいね。 

・きっとこれでうまく行くと思うよ。早くプログラム
を作って動かしたいな。 

・学習したブロックカードを提示し、ホワ
イトボード上で考えるようにすること
で、これまでの学習を活かしてプログラ
ムを考えられるようにする。 

 

⑭ ○目標通りにライトレールを動かそう 

・なかなかうまく動かないな。どこが間違っているの
かな。 

・間違えを見つけて改善したらうまく動いたよ。「繰り
返し」「もし○○」を使えば、自分たちが考えたよう
にライトレールを動かせたのがすごくうれしかった
よ。 

・次は途中の液もつくりたいな。 

 

⑮
本
時 

○各駅停車のプログラムを作ってみよう【MESH】 

・MESH の対人センサーを使って、途中に駅をつくろ
う。 

・MESH の対人センサーから出た信号で、電車が止ま
ったよ。 

・色々なセンサーが使えるね。 

 

 
【教材について】 
ⅰ）第１次、第２次において 

① 楽しく夢中になって関われる教材 

 本単元では、写真 1 のような実験
道具を班（４人）に 1台作成した。
この実験道具は、線路の中に PPバ
ンドが入っており、そのバンドの上
に磁石を付けてある。そして、鉄の
棒などを出した電車を磁石の上に置く。子供たちがPPバンドを引くとPPバンドに貼ってある磁石が移動し、
それに引き寄せられて電車が動くという教材である。一方で、上手に PPバンドを引かないと電車は動かない。
子供たちは体験を通して、何度も学習対象と関わり、磁石の性質について実感を伴った理解ができるであろう 

  
② 磁石について見方・考え方を一層働かせる教材 

  第７時、第８時では、電車におもりを乗せる。すると、これまで引っ張っていた磁石の力では引っ張れなく
なり、電車は動かない。そこで、子供たちが考え出す解決策の１つに、レールの磁石を大きくするという方法
を出すであろう。実際に大きな磁石で電車を動かそうとしても電車は動かない。子供たちは、もっと大きな磁
石を使えば電車は動くのではないかと考え、磁石を大きくするがそれでも動かない。ここで、磁石が大きくな
っても引く力は変化しないのではないかと概念を更新する局面がやってくる。「磁石の引く力は磁石の大きさ
に関係が無い」という仮説を証明するために、バネばかりを使い、大きい磁石と小さい磁石の引く力を測定し
て比較(考え方)する。そして仮説が証明されたとき、磁石から出ている磁力くんのイメージ図が更新され、磁
石に対する見方が深まるであろう。そのような見方・考え方を一層働かせることで、資質・能力が養われる。 

 
 

写真 1 線路（長さ 180cm） 



③ 量的・関係的な視点で磁石の力を捉えられる教材 

 上述の学習を経て、「磁石の大きさを変えても磁石の力は変化しない」ことを実感を伴って理解した子供たち
は、電車から出ている鉄の棒を増やし、それぞれを磁石で引っ張れば重くなった電車を動かすことができるので
はないかと、獲得した知識を活かし、次への歩み出しを行うであろう。この、磁石と鉄の数を増やすことで、磁
石の引く力を増やし、電車を動かそうとする姿は、磁石の力を量的・関係的な視点で捉えている姿といえる。単
に、磁石の性質を理解しただけにとどまらず、その知識を活かして学習対象に再び関わることで、見方・考え方
を通して資質・能力を養うことになると考える。 
 
ⅱ）第３次において（プログラミング教育） 

①プログラミング的思考力が生まれる教材（ねらい①について） 

 第 3 次では、写真２のような実験道具を使用する。この実験道具を班で一台扱い問題解決をすることで、班の
友達と話し合いながら学習を進める。 

 磁石を動かすモーター      センサー関知してモーターを制御する     光センサー 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

途中の駅として、MESH（人感センサーと GPIO）を設置 
 



 
 
 
 
 
 
また、タブレットの画面は小さいので、各班に 24 インチのモニターを用意し、手ブレットの画面を提示でき

るようにする。班の子供たちは、タブレットやモニターを見ながら協働的に話し合うであろう。もちろん、環境
があっても課題が不十分であれば協働的な学びは生まれない。そこで、願いに向かって後述のようなスモールス
テップの課題を設定することで、協働的な学習ができるようにする。 
さらに、直接パソコンでプログラミングをする前に、班で一枚のホワイトボードにプログラミングを書く場を

設けることで、プログラミングがうまく動くかどうかにかかわらず、考えを出し合い、プログラミング的思考力
を育成する場となると考える。 

 
②主体的に問題解決を行うための単元構成（ねらい②について） 

第３次の学習は、総合的な学習の時間の「コンピュータを活用しよう。第 2 次プログラミングを体験しよう」
と関連させる。総合的な時間では、条件分岐、順次、繰り返しの簡単なプログラムを作り、実際にボタンを押し
て LED を点灯させる（詳しくは全体計画）。その知識・技能をもとに、理科では「ライトレールを自動で動かそ
う」という課題で学習を進める。子供たちは第 1次，第 2 次の中で、電車を動かすために手で紐を引っ張ってい
る。家庭でプラレールで遊んでいる子供たちにとって引っ張らなくても電車が動いてほしいと願うのは自然であ
る。そのため、きっと「自動で動かしたいな」という願いはもつに違いない。その願いを膨らませて、本課題を
設定する。 
次に、自動で動かすために micro:bit を使うことによって総合的な時間で学習したプログラミングを活用しよ

うと考える。そこでは、「A ボタンを押したら線路のモーターを回して電車を動かし、線路の端まで来たら B ボ
タンを押して電車を止める」や「Aボタンを押したら線路のモーターを回して電車を動かし、線路の端まで来た
ら光センサーが反応して電車が止まる」という学習を行う。ここで、第１次、第２次で学習した磁石の性質に関
する知識を活かすことが大切になる。おもちゃのプラレールのように車体内にモーターを入れることもできるが、
それでは第１次、第２次を活かしたことにはならない。そこで、線路の中を第１次、第２次と同様に、線路の中
で磁石を移動させライトレールを動かす。ここには、「磁石はものを挟んでも反応する」「鉄と磁石よりも磁石と
磁石の方が強い力で引き合う」「磁石を重ねると引く力が増す」といった知識を活用することになる。この知識を
使ってできあがった架線がなくても動くライトレールは後述する「未来のライトレール」という子供の願いに向
かった実験道具である。 
プログラミングによって電車を動かすことができるようになった子供たちは、さらにやってみたいことが膨ら

むであろう。その１つに、新しい駅をつくりそこで停車させたいというものが出てくる。そこで、micro:bit の他
に、MESH を用いて停車駅をつくることで、身の回りには様々なセンサーがあることや実際の電車と比較し、現
実社会でもプログラミングが有効に働いていることを実感することにつながる。 
このように、実際にプログラミングを作り、ものを動かすことをとおして、実社会の課題を解決しようと試み

ることで、ねらい②を達成できると考える。 
 
③ 理科と現実社会とのつながりに関する子供の願いを膨らませる導入（ねらい③について） 

本実践では、第 3次導入時に、現在の「電柱のない富山市中心街」の写真と、授業者の住んでいる「電柱がたく
さんある一般的な地方の町」の写真を比較する。「どうして電柱をなくすのだろうか」を考えることで、富山市が

写真２ プログラミング用の線路 
中央の micro:bit が両端のモーターを制御して磁石に付いた糸を移動させる。両端には光センサーをプロ

グラムした micro:bit があり、電車が来ると光を遮断されたことを感知して中央の micro:bit に信号を送る。
さらに、途中の駅をつくるために、MESH の人感センサーから信号を GPIO に送り、GIPO からmicro:bit
に信号を送り、電車を制御する。 

 
 



災害に強い町、美観を大切している町といった富山市の目指す姿を明らかにする。その後、富山駅前の交差点の
写真を提示する。富山駅前は、路面電車の複数の線路があり、架橋が多く張り巡らされている。この写真を見た
子供たちは「電線をなくしてもっと美しくしたい」と考えるであろう。そこで、自分たちが学んできたことを活
かして「もっと美しくするために、未来のライトレールを考えよう」という子供たちの願いを膨らませる。 
 
【授業内容の詳細】（詳細は資料１，２参照） 

前時の往復運動をプログラミングするこ
とができた子供たちは、途中の液もつくり
たいという願いを持った。そこで、線路の
中間に MESH の対人センサーを用いた駅
をつくった。 
仕組みは、両端の駅は光センサー昨日

（micro:bit）を用いたのに対して、途中の
駅は赤外線センサー（MESH）を用い、
GPIO でモーターを制御する micro:bit に
信号を送った。 
 左写真のように、MESH のプログラムは
とても簡単で、赤外線センサーが反応する
とプログラムの画面が変化するので、子供
たちはセンサーが電車を感知したことを画
面から知ることができた。 
 MESH の途中駅に電車が予定通りに止
まることで、子供は自分のプログラムに自
信をもったり、満足感を感じたりしていた。 
 
 
 
 

 
【成果と考察】 
 現在、全国でプログラミング教材を使った実践が重ねられている。今回の研究では、複数のプログラミング教
材を連動させ、それぞれの機器の長所を活かし、短所を補うように組むことで、一層現実社会とのつながりを強
く感じられるようにする点が新規性であった。 
 具体的には、micro:bit の長所は安価であることと汎用性であり、短所はセンサーの精度の低さや種類の少なさ
である。（もちろん、拡張部品を組み込めばセンサーの精度と種類は増すが高価になる）一方、MESH の長所は
センサーの精度の高さと種類の豊富さ、プログラムの容易さであり、短所は汎用性の低さと高価であることであ
る。その両者を関連させ、比較的安価に、精度のよいセンサーを使い、汎用性のあるプログラミング教材ができ
あがったと考える。それによって、子供たちの追求意欲は衰えることなく、「次は○○したい！」と未来の電車を
つくるために歩み出す姿が見られた。 
 ただし、今回の教材の設定は小学校教諭だけでは難しい。高等専門学校の電気に関する専門知識があって可能
になった。MESH や micro:bit に限らず、プログラミング教材は少し発展的な内容を扱おうとすれば専門的な協
力が必要であると実感した。特に、デバッグ時に専門家の力の必要性を感じた。 



（資料１）授業の実際 

第 1、２時間目 

 
 



【手立て】  子供が興味関心を高めて、楽しく夢中に関わる教材の提示         

第 1時間目では、子供たち７つのライトレールを提示した。教師が、赤色のライトレールを取り出し、動く様
子を見せた。子供たちは、早速「やってみたい！」と高い意欲を見せた。そこで、意欲が高まったところで、班
に分かれて、７つのライトレールを動かす活動に入った。 

 
【手立て】 子供が試行錯誤する中で既習の内容を活かして、子供が解決可能な問題解決を設定する  

7 つのライトレールを順番に動かそうとした子供たちであるが、動くライトレールと動かないライトレールが
あることに気付いた。最初は、動かし方が悪いのかと、試行錯誤する様子が見られた。しかし、どうやら動かし
方が原因ではなく、ライトレールの下に付いている素材に原因があることが分かった。子供たちは、試行錯誤す
るなかで、動かない現員がどこになるのかを考え始めたのである。そして、「先生！黄緑色のライトレールは木だ
から動かないよ」などと、動かない原因を特定し始める様子が見られた。そこで、「どうして木だと動かないの？」
と問い返すと、「だって、ひもに付いた磁石について動いているから、木は磁石に付かないよ。」と、磁石と木と
の関係性に着目している様子が見られた。他の子供たちも同じように、磁石とライトレールの下に付いている物
との関係性に着目していった。この際、子供たちは身近にある磁石（黒板の磁石等）を思い出し、それを既習と
して活かして考えようとしている。 

 
【手立て】 子供が問題解決で使えるように、理科の考え方を明確にする場を設ける     

このように、子供が試行錯誤する場（自由な試行活動の場）を保障することで、子供たちは主体的に比較（考
え方）し、仕組みや原因を突き止める見通しをもつことができる。 
学習対象と関わり、見通しを付けた子供たちは自分たちが発見したことを発表したくなってきた。その頃合い

を見計らって、話し合いの場を設けた。話し合いの場では、４つの仮説が出てきた。①「磁石は金属が付くかも」、
②「磁石にはくっつき合うものと反発し合う物がある」、③「磁石は直接くっついていなくても引っ張る力があ
る」、④「磁石には強弱がある」である。それぞれについて、どの色のライトレールを比較することで見えてきた
仮説であるのかを丁寧に聞いた。これは、班別活動から得られた発見を元に考えているため、共通の事実を確認
していたい状態であり、それを共通体験にし、事実と結び付けることで、他の子供にも広まるようにするためで
ある。 

 
【手立て】 子供が問題解決の過程を理解し、次のサイクルで使えるように、問題解決の過程を明確にする                                 

次に、仮説を解決する方法を提示した。「仮説」→「実験方法」→「実験」→「結果」→「考察」→「次の研究」
という流れと、その具体的な様子を示した。そして、1 人もしくは好きな人と協力して、４つの仮説についてど
れから研究を進めて行くかを各自が選択していくことを伝えた。１つの研究が終わった人は、別の仮説を証明す
ることとした。このように、小さな問題解決学習のテーマを自分で決定し、それを調べることで、主体性や問題
解決の過程を理解できるようにした。 
  



第３、４時間目 

第 3時間目では、各自の問題解決学習の時間を取った。 
第 4時間目では、仮説ごとに各自の問題解決学習から明らかになったことを発表し、磁石の性質について話し

合い、知識を整理する場を設けた。 
 
【手立て】 複数の異なる現象から同じ原理を捉え、原理の妥当性を高めて自信へつながる単元構想をする                                  

 仮説１「磁石は金属を引きつけるか」について話し合いをした。子供たちは赤色のライトレールが動いたこと
から「磁石は金属を引きつける」と考えた。しかし、紫色のライトレール（アルミ箔）は動かなかったという事
実をもちだした子供が出てきた。すると、子供たちは「金属はみんな磁石付くと石鵜分けではないのかな」と考
え、身近な金属に磁石を付けてみる体験をした。そして、窓枠のアルミサッシには磁石が付かないことを発見し
た。この体験だけでは、不足していると考えた授業者は、硬貨コインが付くかどうかも調べてみることにした。
硬貨は子供たちが「１円玉もアルミだって」という発言をしたため、全ての硬貨を調べることにした。硬貨は何
が主成分かを調べ、鉄が混じっていないことを核にした。そして、磁石に付くのは鉄だけだと言ってよいと事実
を基に確認し合った。このように、異なる事象を複数取り扱って、考えの根拠とすることで、子供たちは仮説の
妥当性を高めていったと考える。そして、その知識は、後半の問題解決にも生きてくると考えら得る。 
  



第５時間目 

 

第５時間目では、「磁石には引き合うものと退け合うものがある」という仮説を検討した。子供たちの中には、当

初、１つの磁石がＮのみで、もう１つの磁石がＳのみで構成されており、ＮとＳの磁石が引き合うと考えていた。 

 



【手立て】 事実を基に、段階的に理解していく 

 この状況では、次の２つのことの理解が必要であった。１つめは、磁石にはＮやＳといった性質があり、Ｎと

Ｎ、ＳとＳは退け合い、ＮとＳは引き合うとうこと。２つめは、１つの磁石にＮとＳがあること。この２つは教

え込むこともできるが、本単元では仮説の検証を大切にして事実を基に実証していく学習過程をとっていること

から、一つ一つ解決することにした。 

 すると、子供たちは前項のシートのように、一つ一つを事実と結びつけて考えることができた。また、「もし○

○なら、△△になるはずだ。だけど△△ではないから、○○ではない」と論理的に考える子供たちの姿も見られ

た。 

 このように、事実を１つ１つおさえながら丁寧に考察していくことで、子供たちの論理的思考力や科学的思考

力が育つと考える 

 

第６時間目 

第６時間目では、「磁石は間が空いても引き合う」という仮説の証明を試みた。この内容は、学習指導要領にお

いて、磁石の学習が「エネルギー」領域で質的・関係的な見方の例として示されているところである。つまり、

磁石の間の距離が小さいほど、互いの磁石が引き合う力は強いという、量的・関係的な見方が働くとされている。 

 

【手立て】 数値化により量的・関係的な見方を通して問題解決する場を設定する 

そこで、子供の「２つの磁石が離れすぎたら引き合わなくなる」という発言を、どれくらいの距離なのか物差

しで測って見る活動を行った。また、子供たちが行っていた探究の中で、どれくらいの高さまで磁石を近づけた

ら、机上にあるクリップが磁石に引きつけられるかを調べた実験を取り上げ、数値化について指導した。その後、

子供たちは数値によって表せないかと考える姿も見られるようになった。 

 

 

 



第７時間目 

第７時間目では、仮説２のときに問題となった「磁石の中でＮとＳはぴったり半分で分かれているのか、そう

ではないのか」について検証した。予想を出したあとで、ゴム磁石を切って、どれだけ小さくしてもＮ極とＳ極

があることを確かめた。 

 

【手立て】 考えを証明するための技能を習得する 

「磁石の力」を測定する方法として、バネばかりを使った。子供たちは磁石と磁石、磁石と鉄の引き合う力に

ついて実験を通して学んだ。磁石の力を重さに置き換えて測定する方法は、単元終盤にも使える技能であり、技

能を使うことで、事実に基づいた一層深い学びができると考える。 

 



第８時間目 

第８時間目では、まず、これまで「磁石の力」と表現してきたものをイメージ図に表す活動を行った。その際、

手助けとなったのが砂鉄とマグチップである。子供たちは、砂鉄やマグチップの付き方をよく観察し、イメージ

図に書き表した。 

このイメージ図を書く学習は、本時の問いを考える上でも大変有効であると考える。 

 

次に、「磁石の性質をしっかり勉強できたのでレベルアップをします」と子供たちに伝え、「ライトレールにお

客さんをたくさん乗せて走らせよう」という課題を出した。子供たちは、これまでの対象との関わりの中から、

たくさん乗せられないのは磁石の力が足りないためであると考えた。そこで、解決策が３つでた。①磁石を強力

な磁石に変える、②ネジの代わりに磁石を使う、③磁石を広くするである。 

①については、黒板用の強力磁石から発想している。②については、第７時に行った磁石の力の測定から発想し

ている。③については、磁石の力を強くするためには、大きくすればよいという素朴概念から発想していると考

えられる。 

 そこで、すぐに確かめられるものから順に実験していくことにして、「広い磁石なら、磁石の力が強くなるか」

と仮説を立てた。子供たちの予想は、広い磁石の方が強いと２５人考え、同じ強さだと１０人が考えた。 

 

【手立て】 自らの考えと事象とのズレを顕在化する

実際にバネばかりで測定すると、ほぼ同じ強さであることが分かり、「どうしてだろう」と子供たちは考え始め

た。子供たちは自分の考えをイメージ図で表現した。 

 
 
 
 



（資料２）総合的な学習の時間で２時間+理科１０時間目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラミングの基本的な操作方法を総合的な時間（２時間）で行った。ここでの学習内容は①順次「アイコ

ンを表示→○秒表示維持→アイコンを消す」、②条件分岐「もし、Ａボタンが押されたら○○、もし、Ｂボタンが

押されたら○○、何も押されなかったら○○」、③繰り返し「アイコンＡ，Ｂ、Ｃの表示を順番に行い、○回繰り

返す」である。 

 

第１０、１１時間目  



以下のように、理科で学習した磁石を現実社会の課題と関連させ、必要感を持って追求できるようにする場を

設けた。 

まず、電線が張り巡らされている交差点の様子の写真と、電線が埋設されている富山市街地の様子の写真を比

較した。子供たちは写真の比較から様々なことに気がついたが、「電線がない」という発言を取り上げ、焦点化し

た。そして、「どうして電線を地下に埋めているのだろうか」と考える場を設けた。子供たちは、場所の有効活

用、災害時でも電気が供給できるように（防災）、大きな車が通れるように（交通）、見た目がよくなるように（美

観）からの視点で理由を考えた。そして、電線を地下に埋めることで、様々なよいことがあることを理解した。 

 

【手立て】 写真の比較から、電線が埋設されていることの有効性に気付く 

次に、富山駅前でライトレールが駅に出入りする交差点の上空の写真を示した。すると子供たちは「電線がい

っぱいだ」とすぐに気付いた。そして、「電線が地下に埋まっていたらもっときれいになるのに」などと、電線の

埋設の必要性を感じていた。 

 

【手立て】 電線という視点を持って写真を見ることで、ズレを顕在化し、問題意識を高める 

そこで、授業者が「みんなが学習してきたことから、電線が上空にないようにする方法はないだろうか」と投

げかけると、「線路の中で磁石を使って、電車を磁石の力で動かせばいいんじゃないか」というアイディアが出

た。そこで、富山高等専門学校の先生に協力してもらい micro:bitで制御する電車のレールを作成した。 

次に、プログラミングを使って実際に電車を走らせてみた。Ａボタンを押したとき、進行方向、スピードを指

定して動き、Ｂボタンを押したら停止するというプログラムである。子供たちは既習を活かして、プログラムを

組むことができ、満足感を得ている様子であった。 

一方で、Ａボタンを押して走り出し、Ｂボタンを押して止まるという動きは、子供たちが見いだした問題「プ

ログラミングを使って自動でライトレールを動かすことができたら、架線のない美しい駅前になるのではないか」

の理想とはほど遠いものであった。そのため、子供たちは「もっと理想のライトレールのようにしたい！」とい

う思いを強く持った。 

 

第１２時間目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



子供たちに、どんなことをしてみたいかを訪ねると、駅に着いたら自動的に止まるようにしたいという願いを

持っていることが分かった。そこで、どうすれば実現できるかを話合った。子供たちは、以前の理科の光の学習

で使っていた micro:bitを光センサーとして利用する方法を思い出した。そして、既習をもちいて、電車が駅に

着いたら光センサーが反応して停車するプログラムを組むことができた。実際に電車を走らせてみると、プログ

ラム通りにしっかりと駅で電車が停止した。その結果から、子供たちは満足感を感じ、さらに色々なことをやっ

てみたくなった。 

子供たちがやってみたくなったことは、「レールを曲線にしたい」「新しい駅をつくりたい」「駅に止まる時間を

調節したい」「駅に近づくとゆっくりに走らせたい」「駅に着いたら、自答的に逆方向の駅に走り出せるようにし

たい」というものであった。 

 

第１３時間目 

子供たちの考えにあった「駅についたら、自答的に逆方向の駅に走り出せるようにしたい」という願いを解決

することにした。 

そこで、各班ホワイトボードに以下の目標でプログラミングを考えた。 

Ａボタンを押すと動く  自動で止まる  ４往復する  自動で反対側へ動き出す 

 

以下が各班の考えたプログラムである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供たちは、ホワイトボードで考えた後、その通りにプログラミングを行い、データを保存した。 

 



第１４時間目 

前時に保存したプログラムを micro:bit

にダウンロードして実装してみた。すると、

実際に考えていたプログラムでは理想通り

に動かない班が多く出た。そこで、比較的

うまく動いている班のプログラムを取り上

げ、全員で吟味した。自分の班のプログラ

ムの考え方と同じ班は、見比べながら修正

箇所を明らかにしていった。一方、自分の

班のプログラムと異なっていた班は、比較

しながらもその意味を考えたり、教員に聞

いたりしながらデバックを行った。 

そして、全ての班が目標通りに動かすことができた。 

今回の課題は難しいと感じている子供が多かったが、その分うまく動いたときの達成感は大きかったようだ。 

線路の両端の駅で往復させることができた子供たちは、途中にも駅をつくり停車させたいと考えた。そこで、

センサーを線路の途中に付けることで、駅をつくることにした。 

 

第１５時間目 

線路の途中に MESH の対人センサーを設けた。両端の駅が光センサーであるのに対して、新しい駅はライトが

ない子を不思議に思った子供がいた。その子を取り上げ、その疑問を全体に広めると、Ａ児は自動ドアのような

赤外線センサーもあるから、それを使っているのだと説明した。この時点で、身の回りには何種類ものセンサー

があることを理解できた。 

次に、全員でＭＥＳＨをコントロールしているＰＣ画面を確認した。子供たちは、「感知したら」→「デジタル

出力が High」、「感知しなくなったら」→「デジタル出力 Low」とするとうまく動く理由を考えた。そして、電気

信号で電車を制御する micro:bitに信号を送っていることを理解した。このように、実際の電車を動かしながら、

センサーの仕組みとプログラミングの仕組みを考えることができた。 

 

最後に、未来のライトレールについて考える場を設けた。子供たちは、磁石の力をうまく使えば、架線のない電

車も実現できるのではないかと考えた。そして、曲線や高低差のある線路をつくりたいと願うなど、より現実に

近い電車をつくるために仕組みを考えたいと次の問題解決へと向かう意欲を見せた。 




