


Hour of Code

米国のNPO法人Code.orgが世界的に主唱する

「プログラミング教育活動」週間



Hour of Code と日本マイクロソフト

2014 2015 2016 2017

青山学院 初等部

東京都立美原高等学校

三田国際学園中学校・高等学校

東京インターナショナルスクール

青山学院初等部

お茶の水女子大学附属高等学校

19 拠点

参加した子ども： 953名

参加した大人： 223名

ボランティア社員：96名

5拠点

参加した子ども： 377名

参加した大人： 223名

ボランティア社員：86名



日本のプログラミング教育

2020年より学習指導要領が10年ぶりに改定されます。

小学校
プログラミング教育の必修化

2020年度～

中学校
技術・家庭科でプログラミング・

情報セキュリティの内容を充実

2021年度～

高校
共通必履修科目「情報Ⅰ」を新設

選択科目「情報Ⅱ」を開設

2022年度～

大学
大学入学共通テストに

情報科目を導入する方針

2024年度?



なぜ、プログラミング教育を必修化するの？

第4次産業革命



第4次産業革命

第1次産業革命
蒸気機関

機械化

第2次産業革命
電力

大量生産

第4次産業革命
AI | IoT | ビックデータ

自律化

第3次産業革命
コンピュータ

自動化



省庁の動き

ICT事業の推進 ICTによる経済振興ICT人材育成



小学校でのプログラミング教育

課題解決に向けて順序立てて考える思考力

Abstraction
(抽象化）

物事を抽象化して

捉える能力

Decomposition
（分解）

物事を分解して

理解する能力

Algorithmic
(アルゴリズム）

やるべきことを
順序立てて考える

能力

Evaluation
（評価）

ベストな方法か
どうかを分析
する能力

Generalization
(一般化)

方法をほかに
置き換えて、

一般化する能力



日本のプログラミング教育

初等中等教育から高等教育まで

小学校
プログラミング教育の必修化

2020年度～

中学校
技術・家庭科でプログラミング・

情報セキュリティの内容を充実

2021年度～

高校
共通必履修科目「情報Ⅰ」を新設

選択科目「情報Ⅱ」を開設

2022年度～

大学
大学入学共通テストに

情報科目を導入する方針

2024年度?

プログラミングの
考え方

プログラムの作成
プログラムの
作成と応用

プログラミングの
実践



Future–ready skills

議論しあう力

協働しあう力

疑問を逃さない思考性

創造性

計算論的思考

好奇心



プログラミングのキホン

じゅんじ じっこう

順次実行
じょうけん ぶんき

条件分岐
くりかえし

繰り返し

お店に入る

ニンジンを買う

レジでお会計する

お店に入る

レジでお会計する

お店に入る

レジでお会計する

ニンジンの産地

もし北海道産があれば

買う

もし北海道産がなければ

千葉産を買う

ニンジン
詰め放題

棚からニンジンをとる

袋に詰める



プログラミングのキホン

じゅんじ じっこう

順次実行
じょうけん ぶんき

条件分岐
くりかえし

繰り返し



日本のプログラミング教育

小学校の「プログラミング教育の必修化」の誤解

プログラミングという 教科 が

新設されるわけではない



Microsoft MakeCode

マイクロソフトが無償で提供しているプログラミング学習ツール

www.microsoft.com/ja-jp/makecode





micro:bit

外部接続用コネクタ

光センサー
LED

温度センサー

加速度センサー

コンパス

無線アンテナ

Bluetoothの送受信

micro-USB

CPU

電池ボックスコネクタ



MakeCode×micro:bit 200 Project

micro:bitを20個提供

授業案やサンプルコードの提供

ケーススタディ・
授業案を共有

授業案を提案



なぜmicro:bitなのか？



Micro:bit Educational Foundation

Gareth Stockdale, CEOWaris Candra, Head of Asia



「とある授業でのScratch作品を見た際、40個の同じような

作品がずらりと並んでいたことがある。その教室では、先生が

1つのプロジェクトについて、手順を追って生徒に同じことを

一斉に体験させていた。

おそらく、その授業を受けた生徒は、プログラミングのちょっと

したスキルは学んだかもしれないが、生徒自身のクリエイティ

ブな思考は育っていなかったと思う。このような指導が、世界

中の学校で起こっている」ミッチェル・レズニック

Scratch 開発リーダー

MITメディアラボ教授

Scratch 開発リーダーの懸念



Hour of Code

What will you create?



心に留めて置いていただきたいこと

教育 学習 正解 不正解 ぼっち



45分の使い方

00:00（5分） 始まりの挨拶

00:05 (35分)

1. Aボタンを押したら、LEDを💛💛に光らせよう
 基本的な操作を知ってもらうために講師が実演してみせる

2. ゆさぶったら、LEDを💛💛に光らせよう。
 操作に慣れるために、子どもたちにやってもらう。

3. 今の気温を表示させてみよう。
 論理的な思考への第一歩。子どもたちにやってもらう。

4. 暗くなったら、LEDを光らせてみよう。
 今日の最終目標。学ぶこと：電気の働き（理科）

• 子ども同士で教え合う雰囲気を出しましょう。

• 2,3,4はそれぞれ、子どもたちに発表してもらいましょう。

01:05 (2分) 終わりの挨拶



さあ、やってみよう。



micro:bitでできること

魔法の箱と魔法の杖ギター

バースデーカード ロボットサッカー



Aボタンを押したら、LEDを💛💛に光らせよう。





ゆさぶったら、LEDを💛💛に光らせよう。





今の気温を表示させてみよう。





暗くなったら、LEDを光らせてみよう。



ヒント！
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