
ポイ捨てゼロ大作戦 (中学部・職業/家庭) 

1. 日時:  

平成３０年１０月１５日（月）〜平成３１年３月１１日（月） 

 

2. 学級:  

中学部生徒７名（１学年１名 ２学年１名 ３学年５名） 

「情報」「コミュニケーション」「外国語」の中から「情報」を選択した生徒。 

 

3. 実施校・実施教員: 

東京学芸大学附属特別支援学校 齋藤大地 

 

4. 児童生徒の特性:  

１学年 A（自閉症） 

２学年 B（広汎性発達障害） 

３学年 C（広汎性発達障害） 

        D（知的障害） 

    E（自閉症） 

        F（知的障害・発達性協応運動障害） 

    G（知的障害） 

全員 ICT に対する関心は高いが、スキルについては個人差が大きい集団である。 

 

5. 単元:  

職業・家庭「ポイ捨てゼロ大作戦」６時間（うち micro:bit 使用５時間） 

 

6. 単元のねらい:  

・コンピュータ等の情報機器（micro:bit）の基礎的な操作の仕方を知り、扱いになれること。 

・コンピュータ等の情報機器（micro:bit）を扱い、体験したことや自分の考えを表現すること。 

 

7. micro:bit の使用ねらい:  

・プログラミングしたことが、LED が光ったり、音が鳴ったりして直接的にフィードバックされる。つまり    

生徒にとって自分の行動とその結果の関係性がわかりやすい。 

・LED が光る、音が鳴る以外にも様々な機能があり、生徒の個人差に応じやすい。 

・様々なセンサーを活用することで、IoT 的な発想を用いて現実世界の中の問題解決に結びつけやすい。 

 

8. 単元の内容:  

単元では前半の３時間は micro:bit の基本的な操作方法を学び、後半の３時間では micro:bit を活用しなが

ら生徒の身近にある問題の解決（ポイ捨て）に取り組むこととした。 

 

9. micro:bit の使用の内容:  

・micro:bit とはどのようなものかを理解する。 

・micro:bit を使って簡単なプログラムを作る。 

 -好きな模様を作り LED を光らせる。 



-好きな音楽を作り鳴らす。 

・micro:bit を使ってセンサーを活用したプログラムを作る。 

-傾きセンサーを使って LED を光らせたり、音を鳴らしたりする。 

 

10. 評価基準: 

・micro:bit の基礎的な操作方法を知り、簡単なプログラムを作る。 

・micro:bit を使って自分の考え（好きなものなど）を表現する。 

・身近な問題解決のためのアイディアを出し、友達と意見を交流する。 

・micro:bit について学習したことを、身近な問題解決に生かそうとする。 

 

11. 本時学習計画(micro:bit 使用時の学習計画): 

時間 学習内容 指導上の留意点 

１ 

 

12/3 

【micro:bit ってなんだろう】 

・Microsoft のスタッフ（ゲストティーチャー）からプ

ログラミングや micro:bit についての話を聞く。 

・グループに分かれて micro:bitで簡単なプログラミン

グをする。 

 

・これまでの情報の授業の学習内容とゲストテ

ィーチャーの話を生徒が結びつけられるよう、適

宜 MT が解説を加える。 

 

２ 

 

1/17 

【micro:bit で誕生日をお祝いしよう】 

・自分の誕生日（「19841011」など）を LED で表示

し、『HappyBirthday』のメロディーを流すプログラ

ムを作成する。 

・作ったプログラムを発表しあう。 

 

・授業の最初に見本を micro:bit で確認。 

・生徒の実態に応じてプログラムが全て書かれ

たワークシートを配布。 

・発表の場では micro:bit で確認するだけでな

く、個々が作成したプログラムについても共有し

プログラミングに関する知識を深める。 

３ 

 

2/25 

【micro:bit で好きなものを表現する】 

・micro:bit で自分の好きなもの（アニメや電車など）

を主に LED と音楽で表現する。 

・作ったプログラムを発表しあう。 

 

・授業の最初に見本を micro:bit で確認。 

・生徒の実態に応じてプログラムが全て書かれ

たワークシートを配布。 

・micro:bit の A ボタンと B ボタンについても

紹介し、生徒の実態に応じて利用できるようにす

る。 

４ 

 

2/28 

【学校の周りのゴミ拾いをしよう】 

・２グループに分かれて学校の周りのゴミ拾いをする。 

・どのようなゴミがどこに落ちているか地図に記入す

る。 

 

・学校の航空地図にシールを貼り、ゴミが落ちて

いる場所を記録する。 

・２グループの地図を大きな地図上でまとめゴ

ミが多い場所を共有する。 

５ 

 

3/7 

【ポイ捨てゼロを目指そう その１】 

・ポイ捨てをゼロにするためにはどうすれば良いのか

考える。 

・ポイ捨てをゼロにするために、テクノロジー

（micro:bit）が利用できないか考え、試作する。 

 

・個人でアイディアを考える時間とグループで

共有する時間を設ける。 

・必要に応じてこれまでの学習内容を思い出し

たり micro:bit の特徴を考えたりするよう促す。 

  



６ 

 

3/11 

【ポイ捨てゼロを目指そう その２】 

・前時に考えたアイディアを、micro:bit を活用して形

にする。 

 

・製作の主導権は生徒が持ち、教員は適宜必要最

低限の支援を行う。 

 

12.  実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１【micro:bit ってなんだろう】 

実施場所及び環境：中３教室／１人１台ノートパソコン＋micro:bit の環境 

 

授業の様子：Microsoft のゲストティーチャを招き実施した授業 

であったため、生徒一人一人に大人が個別に支援する環境を設 

定することができた。 

そのため、個々の実態に応じ micro:bit の導入を行うことがで 

き、すべての生徒が micro:bit の操作方法等を理解することがで 

きた。 

                             ゲストティーチャーに教えてもらっている様子 

２【micro:bit で誕生日をお祝いしよう】 

実施場所及び環境：パソコン教室／１人１台デスクトップパソコン＋micro:bit の環境 

 

授業の様子：自分の誕生日を入力し、『HappyBirthday』のメロ 

ディーを流すというプログラムは全員が作成することができた。 

発展的な内容として、A ボタンを押すと誕生日が表示され、B 

ボタンを押すとメロディーが流れるというプログラムも扱った。 

７名中５名がボタンを活用したプログラムを完成させた。 

さらに、既存のメロディーではなく、自分で一音一音入力して 

音楽を作成する生徒もいた。授業のまとめでは、各自の 

プログラムを micro:bit にインストールし一人一人が発表する 

ことができた。                     生徒に配布したワークシート（一例） 

 

３【micro:bit で好きなものを表現する】 

実施場所及び環境：パソコン教室／１人１台デスクトップパソコン＋micro:bit の環境 

 

授業の様子：１、２時間目で学習した micro:bit の基本的なプロ 

グラムを自分で好きに組み合わせ、自分の好きなものを発表す 

ることとした。文字を表示したいという生徒が多かったため、 

カタカナ５０音の LED 表示の表を一人一人に渡した。生徒たち 

は、「コナンのテーマソング」や「電車の電光掲示板」「キング 

アンドプリンスの新曲」などそれぞれのテーマに基づき製作を 

進めた。楽譜をインターネットで検索し、一音一音入力する方 

法で音楽作りを行った。LED 表示は簡単にこなしていた生徒も 

音楽作りには苦戦する様子が見られ、友達に聞いてもらいなが   コナンのテーマソングを作成する様子 

ら音の高さや長さを調整するような姿が見られた。          

m icro :b it 「 たんじ ょ う び」

H a p p y  Birth d a y



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４【学校の周りのゴミ拾いをしよう】 

実施場所及び環境：学校外・中３教室 

 

授業の様子：２グループに分かれ、学校の周囲のゴミを拾いに行 

った。両グループとも学校の地図とシール、筆記用具を持ち、ど 

こにどんなゴミが落ちているかを記録した。教室に戻ってから両 

グループの結果を大きな地図にまとめ、学校の周囲の特にどこに 

ゴミが多く捨てられているのか確認した。 

 

 

                               

                                   ゴミ拾いの様子 

５【ポイ捨てゼロを目指そう その１】 

実施場所及び環境：中３教室／ノートパソコン＋micro:bit の環境（数台） 

 

授業の様子：ポイ捨てをなくすためにどうしたらいいかアイディ 

アを出し合った。その結果、「看板が光ってたらみんな見てくれ 

る」「人が前を通ったら音が鳴って看板を見てもらいたい」「看板 

の隣にゴミを捨てたらハッピーな音楽がなるゴミ箱を作りたい」 

というアイディアを採用することとした。看板に表示する文字に 

ついては、みんなで考え micro:bit を用いて試作した。次の時間に 

誰が何を担当するかの役割分担も行った。 

 

                                                              看板の設置場所を決めている様子 

 

６【ポイ捨てゼロを目指そう その２】 

実施場所及び環境：中３教室・パソコン教室／デスクトップパソコン＋micro:bit の環境（数台） 

 

授業の様子：看板を作るグループ、ゴミ箱を作るグループの２つ 

に分かれて製作を進めた。「人が前を通ったら音が鳴って看板を 

見てもらいたい」というアイディアについては、現時点では難し 

そうだという意見になり、製作を見送ることにした。完成した看 

板とゴミ箱をお互いのグループでみあい、そこで出た「雨が降っ 

たら micro:bit 濡れそうだけど」「ゴミを捨てても音が鳴らない時 

があるけど」などの意見を元に改良を重ねた。 

 

                                看板用のプログラムを作成する様子 

 



 

13. 成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで本校の中学部・高等部では Pepper、Ozobot、sphero、Scratch などを情報の授業で活用して

きた。それらはその物自体が生徒にとって魅力的であり、生徒たちの“さわってみたい”、“プログラミング

で動かしてみたい”という意欲を掻き立てた。一方で、micro:bit は電子回路等に関心がある生徒以外にと

っては、その物自体の魅力が薄いのではないかと当初考えていた。 

しかし、この考えは杞憂に終わり、初回の授業で LED が光ったり音楽が流れたりするのを体験している

生徒の姿は実に楽しそうであった。おそらく、ブロックを組み合わせてプログラミングした結果が、確実に

そして即時的に反映されるという micro:bit の特性が生徒を惹きつけた一つの理由であろう。Pepper、

Ozobot、sphero はその物自体に魅力があるが、確実性、即時性という観点から言えば、micro:bit に一日

の長があると考える。特にプログラミングの経験が浅い生徒にとっては、自分がプログラムしたことが確実

にそしてすぐに現実の物体を通して反映されるということこそがモチベーションを高めるという点で重要で

ある。 

単元の後半は、「ポイ捨て大作戦」という大きな目標を全員で共有し、そのためにテクノロジーを使って

何かできないかと生徒と考えた際に、「看板が光ってたらみんな見てくれる」「人が前を通ったら音がなって

看板を見てもらいたい」「看板の隣にゴミを捨てたらハッピーな音楽がなるゴミ箱を作りたい」というアイ

ディアが生まれた。これらのアイディアが生徒から出てきた背景として考えられるのが、単元の前半で学習

した micro:bit の特性である。LED が光る、音が鳴る、様々なセンサーを搭載しているなどという

micro:bit の特性は、現実の世界の問題解決と生徒を比較的簡単に結びつけてくれた。 

LED が光る、音が鳴ること自体に楽しさを見出していた生徒もいたため、そういった生徒のニーズに応

じるために有効な拡張パーツを活用することが今後の課題の一つである。また、人感センサーやセンサーで

感知した情報の外部出力ができれば、より現実世界とのつながりが生徒にとって身近になるかもしれない。 

本単元では時間の都合上、看板やゴミ箱を設置するところまでしか実施できなかった。そのため、「設置

してみてどうだったのか→改良」といった流れを経験せずに単元が終わってしまった。来年度以降はより計

画的に単元計画を考える必要がある。 


