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授業のすすめかた
1・２限目
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1・２限目：ねらい

第１章では、全員にしっかりカードの役割を理解させるために、「全体
で動きを考えるターン」「命令カードを組み合わせて動かすターン」を
繰り返している。

※ 初 回 は 後 ⽚ 付 け に 時 間 が か か る 事、 機 器 ト ラ ブ ル 対 応 が あ る 事 を 考 慮 し、 80 分 想 定 で 授

業 を 設 計 し て い る。

第1･2時 概要



2021/4/9 3
3

正解カード

使用カード

(１０ページの図を見せながら）エンタをスタートからゴールに動かすにはどんな命
令が必要なのかを考えてみましょう。
・前に進めばいいんだ。
・「いっぽすすむ」があるよ。

第1･2時 １－１

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。

プログラムでは、ただ前に進むのではなく、“一歩”進むの
ように、命令が細かく分かれていることを伝える。
必要であれば、カードの中から選ばせることも考えられる。

(児童用書類 ページ１)

めいれい「かいし」と「おわり」ではさんであげる。

10
ページ

目安 8分
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第1･2時 １－１

間違いやすい回答例

使用カードの追加パターン

無し

無し
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第1･2時 １－２

１-１について理解が進んでいる事を確認しながら、問題の難易度を上げて児童の理
解を深めていきましょう。
・本当に動いたよ。
・今度は２マスあいているから２枚かな。
・３回「いっぽすすむ」をすればいいんだ。

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。

カードを本のコースの上に置く児童が想定される。
導入の動画で、使い方を把握させたい。

正解カード

使用カード

(児童用書類 ページ４)

12
ページ

目安 8分
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第1･2時 １－２

使用カードの追加パターン

X3 X４

X3 X４ X４

間違いやすい回答例
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第1･2時 １－３

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。

(１４ページの図を見せながら）エンタをスタートからゴールまで動かすにはどんな
命令が必要なのかを考えてみましょう。
・今度は右に曲がるんだ。
・「みぎをむく」はあるけど「まがる」はないなぁ。

右に曲がるという動きを、右を向く・
一歩進むというように、分けて考えさ
せたい。
一度、教師が「みぎをむく」だけの命
令を実演してみるのもよい。

正解カード

使用カード

(児童用書類 ページ５)
順番が大切

14
ページ

目安 5分
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第1･2時 １－３

X2 X3

X2 X5

使用カードの追加パターン

間違いやすい回答例



2021/4/9 9
9

第1･2時 １－４

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。

(１６ページの図を見せながら）エンタをスタートからゴールまで動かすにはどんな
命令が必要なのかを考えてみましょう。
・今度は反対だ。
・「ひだりをむく」もあるのかな。

スタート時のエンタの向きが変わることで、混乱する児童が
想定される。本の向きを変えるのではなく、体の向きを変え
て考えてよいことを伝える。
エンタを本の上で手で動かして説明するとよい。

正解カード

使用カード

(児童用書類 ページ６)

16
ページ

目安 5分
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第1･2時 １－４

使用カードの追加パターン

X3 X5

X3 X４ X3

間違いやすい回答例
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第1･2時 １－５、６

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。

使用カード

正解カード

使用カード

正解カード

(児童用書類 ページ７)

(児童用書類 ページ８)

ページ

スタート時のエンタの向きに注意（エンタの正面からどちらに曲がるのかを考える）
ここでも本の上でエンタを動かしながら説明するとわかりやすい。

18
ページ

20
ページ

目安 10分
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第1･2時 １－５

使用カードのパターン

間違いやすい回答例

X2 X3

X2 X2 X3
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第1･2時 １－６

使用カードの追加パターン

間違いやすい回答例

X3 X3

X3 X4 X3
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第1･2時 １－７

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。

(２２ページの図を見せながら）エンタをスタートからゴールまで動かすにはどんな
命令が必要なのかを考えてみましょう。
・クネクネ道だ。
・はじめは右で、次が…。
・右に曲がった後、左かな。

2度向きが変わることで、動きがイメージできなくなること
が想定される。
必要に応じて、ロボットを手で動かしながら、命令を言語化
させる。

正解カード

使用カード

(児童用書類 ページ９)

22
ページ

目安 5分
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第1･2時 １－７

使用カードの追加パターン

間違いやすい回答例

X3 X1 X5

X3 X3 X3
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できるようになったこと
だけでなく、プログラミ
ングを体験しての気持ち

も大切にしたい

第1･2時 １－８

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。

児童によって時間差が生じる可能性がある。
早くクリアした児童には、発展的・自由性の
ある問いを投げかける。（作問など）

今日できるようになったことや感想を、振り返り
カードに書きましょう。
・ロボットを動かすには、命令が必要なんだ。
・「いっぽすすむ」「みぎ（ひだり）をむく」カー
ドが使えるようになったよ。
・自分でロボットを動かせるなんて、たのしいな。

正解カード

使用カード

(児童用書類 ページ10)

24
ページ

目安 10分
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第1･2時 １－８

使用カードの追加パターン

間違いやすい回答例

X3 X3 X3

X2 X4



2021/4/9 1
1

授業のすすめかた
３・４限目



2021/4/9 2
2

第3･4時 概要

準備・後片付けの時間を考慮し、90分の授業時間の内、内容は85分想定で設計している。

３・４限目：ねらい

第2章では、全員にしっかりカードの役割を理解させるために、「全体
で動きを考えるターン」「命令カードを組み合わせて動かすターン」を
繰り返している。
ただし、２－６、２－７はエンタの動かし方自体が重要であるため、全
体ではなく個別に考えるように設定している。
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3

(３０ページの図を⾒せながら)エンタをスタートからゴールまで動かすには、どん

な命令が必要なのかを考えてみましょう。
・もう簡単だよ 。
・１－２でやったのと同じだ。
・「いっぽすすむ」が 3回あるね。

第3･4時 2－1 その１

正解カード

使用カード

(児童用書類 ページ３)

「くりかえし」をつかわないパターンでつくらせてから、
「くりかえし」をつかってみるとわかりやすい。

30
ページ

目安 5分
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第3･4時 2－1 その２

「くりかえし」をつかえるのはどの部分か考えて、命令カードをエンタに読み込ま
せて、本の上で動かしてみましょう。
・３枚の「いっぽすすむ」を 「くりかえし」に置き換えてみよう 。
・「 くりかえし」をつかったら、動かなくなっちゃったよ。

を

これと同じ

『くりかえし』めいれいカードの使い方

くりかえしたいめいれいを
間にいれよう

くりかえす回数を
ここに入れる

『くりかえし』は、同じ動きを何回もくりかえすこと

今つくったプログラムは、こう動くよ

・同じ動きの回数に注目させる
・3回くりかえすをそのまま置い
たり、「くりかえしおわり」を
入れ忘れる児童が想定される。

29
ページ

目安 10分
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第3･4時 2－1

X3 X4 X4

X3 X4

使用カードの追加パターン

間違いやすい回答例 くりかえしが理解できない生徒がいる場合、
まずはくりかえしを使わずに置いてみる。

どこを『くりかえし』に置きかえられるか
考えさせてみる。
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第3･4時 2－2
3つの並べ方で、ゴールにたどり着けるのはどれなのか考えてみましょう。
・さっきはカードを「くりかえし」ではさんだな。
・全部のカードをはさむんだ。
・どこをくりかえすんだろう。

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。
・やっぱり③だった。
・「みぎをむく」を「くりかえし」カードの中に入れてはいけないね。

(児童用書類 ページ４)

「くりかえし」の
①前に「みぎをむく」
②中に「みぎをむく」
③後に「みぎをむく」

正解カード

使用カード

本の上で、エンタを手で動かしてみるとわかりやすい。

3つの選択肢から選ばせ
ることで、「くりかえ
し」をつかう動き・つか
わない動きを理解させる。

32
ページ

目安 10分
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第3･4時

くりかえしのカードを使わないとき

同じ並び方のカードがあった！

くりかえしのめいれいに置き換えできるよ！

『くりかえし』はどこでつかえる？

33
ページ
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第3･4時 2－2

使用カードの追加パターン

間違いやすい回答例

X4 X5

X4 X3

どこを『くりかえし』に置きかえられるか
考えさせてみる。
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第3･4時 2－3

新しいめいれいカード『アクション』を使う！

マスの上にある「カギ」や「スイッチ」など、拾いたいものや触りたいものは「アクション」
カードを使います。

34
ページ
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第3･4時 2－3

(３６ページの図を見せながら）エンタをスタートからゴールまで動かすには、どん
な命令が必要なのか考えてみましょう。
・２－３はまっすぐだ。

早くクリアした児童には、発展的・自由性のある問いを投げかける。
児童によっては時間差が生じる可能性がある。
クリアした人は、２－３を「くりかえし」を使ってやってみよう。
・同じ動きはあったかな？
・「アクション」は「くりかえし」カードの中に入れるのかな？

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。
・そのマスにたどり着いてから「アクション」するんだ。

正解カード

使用カード

(児童用書類 ページ５)

取る

36
ページ

目安 10分
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第3･4時 2－3

使用カードの追加パターン

間違いやすい回答例

X1X3 X1 X1X1X2

X3 X4 X1
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第3･4時 2－４

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。
・２つあるときは毎回「アクション」するんだよ。

(３８ページの図を見せながら）エンタをスタートからゴールまで動かすには、どん
な命令が必要なのか考えてみましょう。
・２－３は明かりとカギ、両方拾ってみよう。

x1 x1 x4 x1 x2

正解カード

使用カード

２－４では複数通りのルートがある。最短でないものもあ
るがここではいくつか試させたい。
クリアした人は、２－４をほかの通り道でやってみよう。
・クネクネ曲がってもゴールできそうだ。
・全部のマスを通ることはできるかな？

(児童用書類 ページ６)

38
ページ

目安 10分
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第3･4時 2－４

使用カードの追加パターン

間違いやすい回答例

X4 X1 X2X2

X2X5 X1 X1 X1X1X2



2021/4/9 14
14

第3･4時 2－５

コロンの準備の仕方を確認しましょう。
・キューブのボタンの色が違うな。
・キューブが青く点滅して動かないなぁ。
・コロンは押してあげないと動かないんだね。

キューブのボタンが青色はエンタ、赤色はコロンで
あることを確認させる。コロンは命令カードを読み
込ませられないことを伝える。

(児童用書類 ページ７)

(児童用書類には「コロンのじゅんびをする」のみ）

40
ページ

41
ページ

目安 10分
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第3･4時 2－５

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。
・コロンを押しただけだから、普通の時と命令は変わらなそうだ。

(４２ページの図を見せながら）エンタをスタートからゴールまで動かすには、どん
な命令が必要なのか考えてみましょう。
・コロンを押してあげてから、ゴールしないと。
・手で動かして考えるとわかるね。

x1 x1 x3 x1

2台の動きを頭の中だけでイメージすることは難し
い。2人の手で、ロボットを動かしながら考えさせ
てもよい。

正解カード

使用カード

(児童用書類 ページ８)

コロン
を置く

42
ページ

目安 10分
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第3･4時 2－６

氷の床が登場！

(児童用書類 ページ９)

44
ページ
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第3･4時 2－６

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。

(４６ページの図を見せながら）エンタをスタートからゴールまで動かす命令を考え
て、読み込ませて動かしてみましょう。
・２マス進んでからだと、滑ってゴールに行けないや。
・どのマスを通るかが大事だね。

氷のゆかは「すべる」ので、曲がれな
いことを伝える。ここでは、命令カー
ドの並べ方だけではなく、エンタの動
き方が重要である。全体で、ではなく、
それぞれ考えさせたい。

x1 x1 x3 x1 x1

正解カード

使用カード

(児童用書類 ページ10)

46
ページ

目安 5分
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第3･4時 2－７

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。

(４８ページの図を見せながら）エンタをスタートからゴールまで動かす命令を考え
て、読み込ませて動かしてみましょう。

x1 x1 x2 x1

今日できるようになったことや感想を、振り返りカードに
書きましょう。
・「くりかえし」がつかえると、命令が少なくていいこと
がわかった。
・色んなカードとかマスには、どれも意味があるんだね。

正解カード

使用カード

(児童用書類 ページ11)

目安 5分

48
ページ



2021/4/9 1
1

授業のすすめかた
５・６限目



2021/4/9 2
2

第5･6時 概要

準備・後片付けの時間を考慮し、90分の授業時間の内、内容は85分想定で設計している。

５・６限目：ねらい

第２章では、全員にしっかりカードの役割を理解させるために、「全体で動きを
考えるターン」「命令カードを組み合わせて動かすターン」を繰り返している。
第３章では、「くりかえし」の中にある、同じカードの並び（同じ動き）が認識
できるように、「くりかえしを使わずに考えるターン」「くりかえしを使って考
えるターン」をセットにしている。
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第5･6時 2－８ その１

(５０ページの図を見せながら）前回学んだことを使って、どんな命令が必要なのか
考えてみましょう。
・コロンは動けないんだよね。
・プログラムが長くなりそうだな。

使用カード

コロンの準備を、もう一度確認する。まずは「くり
かえし」を使わないプログラムを確認させる。

x1 x1 x4 x1 x2

x1 x1 x1(児童用書類 ページ３)

コロン
を置く

50
ページ

目安 10分
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第5･6時 2－８ その２

②「くりかえし」を使って並べた命令カードを読み込ませて本の上で動かしてみま
しょう。
・「いっぽすすむ」「みぎをむく」を繰り返すんだね。
・３回同じ動きをくりかえしているね。

①「くりかえし」を使わずに、エンタをスタートからゴールまで動かすには、どん
な命令が必要なのか考えてみましょう。
・やっぱり長いプログラムだ。
・同じ動きがあるよ。

正解パネル

手でロボットを動かしながら考えさせ
てもよい。

同じ動きを「くりかえし」に置きかえ
できることを確認する。

目安 10分
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第5･6時 2－９ その１

ラグの準備の仕方を確認しましょう。
・キューブのボタンの色が違うな。
・コロンと同じ赤色のキューブでいいのかな
・コロンと違って動くんだね。

キューブのボタンが青色はエンタ、赤色はラグ
であることを確認させる。

ラグの動きを見てみましょう。
・「ラグのうごき」のマスにエンタを置けば、
動きがわかるね。
・「いっぽすすむ」３回でゴールできるよ。
・でもそれじゃぶつかってしまうね。

ラグは動きが決まっていて、エンタと
ともに動くことを確認する。
「いっぽすすむ」だけでは、ラグとぶ
つかってしまうことを捉えさせる。(児童用書類 ページ４)

52
ページ

53
ページ

目安 10分
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第5･6時 2－９ その２

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。
・はじめに「まつ」でできるよ。
・「いっぽすすむ」のあとでもいいね。

(５４ページの図を見せながら）「まつ」をつかってラグとぶつからずに、エンタを
スタートからゴールまで動かすには、どんな命令が必要なのか考えてみましょう。
・ラグの動きを確認しよう。
・２つ進んでしまうと、ぶつかるなぁ。
・早めに待った方がいいのかも。

正解カード

使用カード

「まつ」がどれくらい待つのかわからず、混乱する児童が想定さ
れる。カード１つ分の動きを待つことを確認する。

「まつ」のタイミングは、２通りある。

x1 x1 x3 x1

(児童用書類 ページ５) or

54
ページ

目安 10分
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第5･6時 2－１０

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。
・ラグは左から動いたね。
・右から行けばいいんだ。

(５６ページの図を見せながら）エンタをスタートからゴールまで動かすには、どん
な命令が必要なのか考えてみましょう。
・ラグは右と左、どっちに行くかな。
・ゴールの場所で止めたらだめだね。

ラグの動きを調べさせ、全体で確認をしてから進める。

動きを止めるレバーには「アクション」
カードが必要であることを伝える。

x1 x1 x5 x1 x2 x1

正解カード

使用カード

(児童用書類 ページ６)

56
ページ

目安 10分



2021/4/9 8
8

第5･6時

挑戦してみよう！

57
ページ

58
ページ



2021/4/9 9
9

第5･6時 ３－１

②「くりかえし」を使って並べた命令カードを読み込ませて本の上で動か
してみましょう。
・同じ動きが２つあるから、２回「くりかえす」だよ。

①「くりかえし」を使わずに、エンタをスタートからゴールまで動かすには、どん
な命令が必要なのか考えてみましょう。
・同じ動きがあるね。
・「いっぽすすむ」「いっぽすすむ」「みぎをむく」が並んでいるね。

正解カード

使用カード

「くりかえし」は使わずにカードを並べさせ、
同じ動きを見つけさせる。

「くりかえす」ことでプログラムを短くすることを、
「動きのせつやく」というキーワードで説明する。

x1 x1 x３ x1 x1 x1 x1

(児童用書類 ページ７)

62
ページ

目安 10分



2021/4/9 10
10

第5･6時 ３－２

②「くりかえし」を使って並べた命令カードを読み込ませて本の上で動か
してみましょう。
・これも同じ動きが２つあるから、２回「くりかえす」だよ。

①「くりかえし」を使わずに、エンタをスタートからゴールまで動かすには、どん
な命令が必要なのか考えてみましょう。
・また同じ動きがあるね。
・「いっぽすすむ」「みぎをむく」 「いっぽすすむ」「ひだりをむく」だ。

「動きのせつやく」をキーワードに、「くりかえ
し」を使用する。

x1 x1 x３ x1 x1 x1 x1x1

「くりかえし」は使わずにカードを並べさせ、
同じ動きを見つけさせる。

正解カード

使用カード

(児童用書類 ページ９)

64
ページ

目安 10分



2021/4/9 11
11

第5･6時 ３－３

②「くりかえし」を使って並べた命令カードを読み込ませて本の上で動か
してみましょう。
・同じ動きが２つあるから、２回「くりかえす」だよ。
・さっきよりも、「くりかえし」の中のカードがたくさんあるね。

①「くりかえし」を使わずに、エンタをスタートからゴールまで動かすには、どん
な命令が必要なのか考えてみましょう。
・同じようにニンジンを取って帰ってくるんだね。

「動きのせつやく」をキーワードに、「くりかえ
し」を使用する。カードの枚数が多くなっても、く
りかえすことができることを確認する。

「くりかえし」は使わずにカードを並べさせ、
同じ動きを見つけさせる。

正解カード

使用カード

x1 x1 x6 x2 x1 x1 x1x2 x1

(児童用書類 ページ７)

66
ページ

目安 10分



2021/4/9 1
1

授業のすすめかた
７・８限目



2021/4/9 2
2

第7･8時 概要

準備・後片付けの時間を考慮し、90分の授業時間の内、内容は85分想定で設計している。

７・８限目：ねらい

第３章では、「くりかえし」の中にある、同じカードの並び（同じ動き）が認識
できるように、「くりかえしを使わずに考えること」「くりかえしをつかって考
えること」をセットにしている。
３－９は色々なパターンのプログラムを作成することができる。時間を確保して、
児童が試行錯誤できるようにしたい。



2021/4/9 3
3

第7･8時 ３－４ その１

(６８ページの図を見せながら）これまでに学んだことを使って、どんな命令が必要
なのか考えてみましょう。
・すごくたくさん動かさないと。
・「くりかえし」を使うと動きの節約ができるんだよね。

使用カード

コロンの準備を、もう一度確認する。
まずは「くりかえし」を使わないプログラム
を確認させる。

x1 x1 x7 x1 x3

x1 x1 x1
(児童用書類 ページ３)

68
ページ

目安 10分



2021/4/9 4
4

第7･8時 ３－４ その２

②「くりかえし」を使って並べた命令カードを読み込ませて本の上で動か
してみましょう。
・「いっぽすすむ」が３回ある。
・「いっぽすすむ」「みぎをむく」「いっぽすすむ」「ひだりをむく」も２回ある。
・３枚のカードよりも、４枚のカードを「くりかえし」た方が短いね。

①「くりかえし」を使わずに、エンタをスタートからゴールまで動かすには、どん
な命令が必要なのか考えてみましょう。
・やっぱり長いプログラムだ。
・「くりかえし」が使える所が２つあるけど、どうしよう。
・プログラムを一番短くするために…。

正解カード

動きが複雑かつ、コロンを押さなければ
ならないため、手でロボットを動かしな
がらるように伝える。ロボットの動き方
を、必ず全体で共有してから進める。

より長い動きを「くりかえし」に置きかえた方が、
プログラムが短くなることを確認する。

4枚 3枚

68
ページ

目安 10分



2021/4/9 5
5

第7･8時 ３－５

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。
・はじめに「まつ」でできるよ。
・他にも「まつ」の場所は変えられるかな。

(７０ページの図を見せながら）「まつ」を使ってラグにぶつからずに、エンタをス
タートからゴールまで動かすには、どんな命令が必要なのか考えてみましょう。
・ラグは最初動かないね。

正解カード

使用カード

「まつ」のタイミングは、３通りある。

x1 x1 x2 x1 x1 x1 x1

ラグの準備を、もう一度確認する。ラグの動きを調
べさせ、全体で確認をしてから進める。

(児童用書類 ページ４)

ラグを
置く

70
ページ

目安 15分



2021/4/9 6
6

第7･8時 ３－６

「くりかえし」を使って並べた命令カードを読み込ませて、本の上で動か
してみましょう。
・同じ動きが４回もあるよ。

「くりかえし」を使わずに、エンタをスタートからゴールまで動かす命令を考えて、
読み込ませて動かしてみましょう。
・氷の上は滑って、止まれないんだよね。
・１つしかたどり着く方法はないね。

氷のゆかは「すべる」ので、曲がれないこと
を伝える。

x1 x1 x2 x1 x1 x1 x1

正解カード

使用カード

(児童用書類 ページ５)

1

2

3

4

進

72
ページ

目安 10分



2021/4/9 7
7

第7･8時 ３－７

「くりかえし」を使って並べた命令カードを読み込ませて、本の上で動か
してみましょう。
・「くりかえし」はできるようになったかな。

「くりかえし」を使わずに、エンタをスタートからゴールまで動かす命令を考えて、
読み込ませて動かしてみましょう。
・もうなれてきたぞ。

x1 x1 x4 x1 x1 x1 x1x1

正解カード

使用カード

(児童用書類 ページ６)

5枚

コロン
を置く

74
ページ

目安 10分



2021/4/9 8
8

第7･8時 ３－８ その１

「くりかえし」を使わずに、エンタをスタートからゴールまで動かす命令を考えて、
読み込ませて動かしてみましょう。
・赤、青の順番でレバーを引くんだね。
・氷のマスを滑るから、エンタは「いっぽすすむ」で３歩進んだよ。
・でもカードは１枚だから、同じ動きが作れるね。

使用カード

x1 x1 x5 x2 x1 x1 x1x1

氷のゆかがあるために、同じ
動きの「くりかえし」がイ
メージしづらい。
「くりかえし」を使わずに、
カードをまず並べることに集
中させる。できあがったカードの並びの中から、同じ動きを発見させる

(児童用書類 ページ７)

ラグを
置く

スイッチ

76
ページ

目安 5分



2021/4/9 9
9

第7･8時 ３－８ その２

正解カード

「くりかえし」を使って並べた命令カードを読み込ませて、本の上で動か
してみましょう。
・ラグが止まったね。
・カード並べてから繰り返すところを見つけるようにすれば、わかりやすかった
な。

76
ページ

目安 5分



2021/4/9 10
10

第7･8時 ３－９ その１

「くりかえし」を使わずに、エンタをスタートからゴールまで動かす命令を考えて、
読み込ませて動かしてみましょう。
・さっきよりももっと難しいなぁ。
・食べ物を拾って、右をむいて、進むの繰り返しだけど…。

使用カード

ゴールのマスは横切らないように、動
きを考えさせる。
このステージは動きが複雑である。
児童の理解度に応じて、「左回り」で
進めるように伝えるなど、条件をし
ぼって考えさせたい。

x2 x2

x1 x1 x5 x2 x1

x1

x2

x1
(児童用書類 ページ８)

78
ページ

目安 10分



2021/4/9 11
11

第7･8時 ３－９ その２

「くりかえし」を使って並べた命令カードを読み込ませて、本の上で動か
してみましょう。
・左周りでゴールまで行けそうだな。
・違うカードを使えば、「くりかえし」の回数が変わるかも。

「くりかえし」は３回・
２回を使うパターンの他
に、４回を使うものがあ
る。
早くクリアした児童には、
考えさせたい。

正解カード

78
ページ

目安 10分



2021/4/9 1
1

授業のすすめかた
９・10限目



2021/4/9 2
2

第9･10時 概要

準備・後片付けの時間を考慮し、90分の授業時間の内、内容は85分想定で設計している。

９・10限目：ねらい

第４章では、「こうどう」の中身を確認し、「じょうけん」に応じて、
どちらの「こうどう」が必要か全体で考え、その後に実際にカードを並
べる活動を行うようにしている。



2021/4/9 3
3

「くりかえし」を使って、エンタをスタートからゴールまで動かす命令を考えて、
読み込ませて動かしてみましょう。
・はじめから「くりかえし」を使うんだ。
・「まつ」は２枚だとどうしてもぶつかってしまうね。
・「まつ」も繰り返せば…。

使用カード

「くりかえし」なしで考えさせるとかえって
「まつ」の枚数で混乱を招く可能性がある。
ここでは「くりかえし」ありを前提に考えさ
せたほうが良い。

x1 x1 x4 x1 x2 x1 x1 x1

正解カード

(児童用書類 ページ３)

ラグを
置く

80
ページ

目安 10分第9･10時 3－10



2021/4/9 4
4

第9･10時 4－1 条件その１

『じょうけん』のめいれいカードを使って、プログラムを作ろう！

したと同じめいれいカードを箱から出しましょう。

「じょうけん」の概念は学年によっては
理解が難しい。
カードを並べさせて考える前に、次ペー
ジの別資料を使用して説明する

「じょうけん」とはどのようなことか、一緒に考えてみましょう。
・トイレは空いている方をコンコンして確かめるね。
・「じょうけん」を使えば、どっちにするかきめることができるんだな。

目安 3分

(児童用書類 ページ４)

83
ページ



2021/4/9 5
5

第9･10時 4－1 条件その2

別資料 「じょうけん」の説明 (児童用書類 ページ５)

①

③

②



2021/4/9 6
6

第9･10時 4－1 条件その3 目安 1分

『じょうけん』を使う準備をしましょう。
最初に用意したカード以外に足りないカードの準備をしてもらいましょう。

(児童用書類 ページ６)

x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1

使用カード

準備してもらう足りないカード 先に用意してあるカード（P.4）



2021/4/9 7
7

第9･10時 4－1 条件その4

別資料で説明したことと、
８４ページのカードの並び
が同じであることを確認す
る。

『じょうけん』のめいれいカードを使って、プログラムを作ろう！

目安 3分

(児童用書類 ページ７)

実際に８４ページの通りカードを並べてみましょう。
・「あかいゆか」にいないから「いいえ」の方だね。
・「まつ」を入れたのは、コロンがどっちに行くのか見るためだね。

84
ページ



2021/4/9 8
8

第9･10時 4－1 その5

並べた命令カードをエンタに読み込ませて本の上で動かしてみましょう。

『じょうけん』をプログラムしたエンタの動き
を確認しよう！

(児童用書類 ８ページ)

(児童用書類 ８ページ)

86
ページ

85
ページ

目安 3分



2021/4/9 9
9

第9･10時 ４－２ その１

ラグの動きを確認して、「こうどう１」「こうどう２」のどちらが合うか、考えて
みましょう。
・ラグは赤いマスから動かないか、右に１マス動くんだね。
・赤いマスにいるときは「こうどう１」の方がいいかも。

使用カード

個人で確認をさせた後、全体でもラグの
動きを確認する。
動きに合わせた「こうどう」はどちらか、
全体で共有する。

x1 x1 x1 x1

x1

x1

x1 x1 x1 x1
(児童用書類 ９ページ)

88
ページ

目安 5分



2021/4/9 10
10

第9･10時 ４－２ その２

正解カード

並べた命令カードを読み込ませて、本の上で動かしてみましょう。
・ラグが赤いマスにいなかったから、まっすぐ進めたよ。
・どっちにいても必ずゴールできるんだね。

こうどう１の
なかみ

こうどう２の
なかみ

88
ページ

目安 5分



2021/4/9 11
11

第9･10時

「モヤモヤのマス」登場！

ページページ

(児童用書類 10ページ)

89
ページ

90
ページ



2021/4/9 12
12

第9･10時 ４－３ その１

赤い床にいる時といない時では、どちらの「こうどう」が必要か考えてみましょう。
・赤い床にいる時は、右にまがりたいな。
・そうでないときは、「いっぽすすむ」がいいね。
・ということは、「こうどう１」が…。

使用カード

モヤモヤのマスは、必ず「じょうけん」で
確かめなければならないことを確認する。
同時に「くりかえし」も使うので、ここで
は一緒に考えながら進める。

x1 x1 x1

x1x1 x1 x1 x1 x1

x1 x1 x1

x1

(児童用書類 ページ11)

92
ページ

目安 7分



2021/4/9 13
13

第9･10時 ４－３ その２

正解カード

「こうどう１」と「こうどう２」の場所を考えてカードを並べ、読み込ま
せて、本の上で動かしてみましょう。
・「はい」の後ろに、「こうどう１」がいるね。
・「いいえ」の時は、前に進みたいから「こうどう２」だね。
・「こうどう」カードの下に、どんな動きなのか
「めいれいカード」を置いておくとわかりやすいね

「こうどう」以外のカードの
並べ方は、教師が提示する。
特に、「くりかえし」と
「じょうけん」を組み合わせ
たカードの並べ方は、丁寧に
説明を行う。

学年によっては「こうどう」カードだ
けでは、中身の動きに置きかえて考え
られないことが想定される。
「こうどう」カードの下に、「いっぽ
すすむ」「みぎをむく」などのカード
を置き、可視化させたい。

こうどう１の
なかみ

こうどう２の
なかみ

92
ページ

目安 7分



2021/4/9 14
14

第9･10時 ４－４ その１

「こうどう１」「こうどう２」のカードの動きを確認して、赤いマスではどちらの
「こうどう」が良いか考えてみましょう。
・「こうどう１」は「いっぽすすむ」だね。
・赤のマスでは「いっぽすすむ」がいいな。

使用カード

ここからは「じょうけん」の「こうどう
１」「こうどう２」の中身を確認すること
と、実際にカードを並べて動かすことを
セットにして進める。

x1 x1 x1

x1x1 x1 x1 x1 x1

x1 x1 x1

x1

(児童用書類 ページ12)

94
ページ

目安 5分



2021/4/9 15
15

第9･10時 ４－４ その２

正解カード

並べた命令カードをエンタに読み込ませて、本の上で動かしてみましょう。
・「おわり」を入れないといけなかった。
・赤いマスではない時に「こうどう２」であってたよ。

こうどう１の
なかみ

こうどう２の
なかみ

94
ページ

目安 5分



2021/4/9 16
16

第9･10時 ４－５ その１

「こうどう１」「こうどう２」のカードの動きを確認して、赤いマスではどちらの
「こうどう」が良いか考えてみましょう。
・赤いマスの時は、右に行きたいね。
・「こうどう２」には「みぎをむく」があるよ。

使用カード

x1 x1 x1

x1x1 x1 x1 x1 x1

x1 x1 x1

x1

(児童用書類 ページ13)

96
ページ

目安 5分



2021/4/9 17
17

第9･10時 ４－５ その２

正解カード

並べた命令カードをエンタに読み込ませて、本の上で動かしてみましょう。
・モヤモヤのマスは３つだけだけど、「くりかえし」は４かいになってる。

モヤモヤのマスではなくても、「じょう
けん」を使えることを確認させたい。

こうどう１の
なかみ

こうどう２の
なかみ

96
ページ

目安 5分



2021/4/9 18
18

第9･10時 ４－６ その１

「こうどう１」「こうどう２」のカードの動きを確認して、赤いマスではどちらの
「こうどう」が良いか考えてみましょう。
・むずかしい…。
・赤いマスにいない時、「こうどう１」にしてしまうと、「ゴールから離れたり、進めなかっ
たりするなぁ。
・赤いマスの時に「こうどう１」だ。

使用カード

「くりかえし」の中に「みぎをむく」「いっぽすすむ」
「じょうけん」が組み込まれた、複雑な命令である。赤いマ
スにいない時の「こうどう」を考えさせることから始める。

x1 x1 x2

x1x1 x1 x1 x1 x1

x1 x1 x1

x1

x1

(児童用書類 ページ14)

98
ページ

目安 5分



2021/4/9 19
19

第9･10時 ４－６ その２

正解カード

並べた命令カードをエンタに読み込ませて、本の上で動かしてみましょう。
・「くりかえし」２回だけじゃ、モヤモヤのマスが離れているからゴールまで行
けないや。
・「いっぽすすん」で「じょうけん」を繰り返せば…。
・「みぎをむく」も繰り返す必要がありそうだ。

自力で進めるのは難しい可能性
がある。「くりかえし」の中に
「じょうけん」「みぎをむく」
「いっぽすすむ」を入れること
をヒントとして与えたい。

こうどう１の
なかみ

こうどう２の
なかみ

今日できるようになったことや感想を、振り返りカードに書
きましょう。
・「じょうけん」は、そのマスでどっちの動きにするか決め
るのに使えるね。
・「みぎをむく」も繰り返す必要がありそうだ。98

ページ

目安 10分



2021/4/9 1
1

授業のすすめかた
11・12限目



2021/4/9 2
2

第11･12時 概要

準備・後片付けの時間を考慮し、90分の授業時間の内、内容は85分想定で設計している。

11・12限目：ねらい

第４章では、「こうどう」の中身を確認し、「じょうけん」に応じて、どちらの「こうどう」が
必要か全体で考え、その後に実際にカードを並べる活動を行うようにしている。
「くりかえし」の中にある、同じカードの並び（同じ動き）が認識できるように、「くりかえし

を使わずに考えるターン」「くりかえしを使って考えるターン」をセットにしている。



2021/4/9 3
3

第11･12時 4－7 その１

「こうどう１」「こうどう２」のカードの動きを確認して、赤いマスではどちらの
「こうどう」が良いか考えてみましょう。
・赤いマスでない場所は「こうどう２」がいいな。
・右にすすんでほしいもんね。

使用カード

モヤモヤのマスの役割について、再確認し
てから進める。

x1 x1 x2

x1x1 x1 x1 x1 x1

x1 x1 x1

x1

(児童用書類 ページ３)

こうどう１の
なかみ

こうどう２の
なかみ

100
ページ

目安 10分



2021/4/9 4
4

第11･12時 4－7 その２

正解カード

並べた命令カードをエンタに読み込ませて、本の上で動かしてみましょう。
・モヤモヤのマスは１つとばしであるね。
・この前と同じで、「くりかえし」の中に「じょうけん」とほかのカードをつか
うんじゃないかな。

モヤモヤのマスが１つとばしであることに着目させ前時
で使用した「くりかえし」の中に「じょうけん」「いっ
ぽすすむ」のカードを入れることに気づかせたい。

こうどう１の
なかみ

こうどう２の
なかみ

100
ページ

目安 5分



2021/4/9 5
5

第11･12時 4－8 その１

「こうどう１」「こうどう２」のカードの動きを確認して、赤いマスではどちらの
「こうどう」が良いか考えてみましょう。
・ゴールにいきなり行くのはダメなのか。
・スイッチを押すということは、スイッチのマスは「アクション」がいるね。
・アクションは「こうどう２」にあるよ。

使用カード

アクションを使うのは久しぶりである。
スイッチを押すのに使うという確認をする。

x1 x1 x2

x1x1 x1 x1 x1 x1

x1 x1 x1

x1

(児童用書類 ページ４)

こうどう１の
なかみ

こうどう２の
なかみ

102
ページ

目安 5分



2021/4/9 6
6

第11･12時 4－8 その２

正解カード

並べた命令カードをエンタに読み込ませて、本の上で動かしてみましょう。
・赤いマスは２回通るんだね。
・スイッチを押して右に進むの繰り返しだ。

こうどう１の
なかみ

こうどう２の
なかみ

102
ページ

目安 5分



2021/4/9 7
7

第11･12時 4－9 その１

「こうどう１」「こうどう２」のカードの動きを確認して、赤いマスではどちらの
「こうどう」が良いか考えてみましょう。
・ラグが赤いマスにいない時に、止めてしまうと前に進めないや。
・赤いマスにいる時に「こうどう１」でアクションすれば止められるね。

使用カード

「ずっとくりかえす」は初めて使
用する。何度も繰り返すものであ
ることを伝える。

x1 x1 x1

x1x1 x1 x1 x1 x1

x1 x1 x1

x1

動きを止めたいのは、
ラグが赤いマスにいる時
と、そうでない時か考え
させる。

(児童用書類 ページ５)

こうどう２の
なかみ

こうどう１の
なかみ

104
ページ

目安 10分



2021/4/9 8
8

第11･12時 4－9 その２

正解カード

並べた命令カードをエンタに読み込ませて、本の上で動かしてみましょう。
・ラグが赤いマスにもどるまで、「ずっと」「まつ」のが大事だよ。

こうどう２の
なかみ

こうどう１の
なかみ

104
ページ

目安 5分



2021/4/9 9
9

第11･12時 4－10 その１

「こうどう１」「こうどう２」のカードの動きを確認して、赤いマスではどちらの
「こうどう」が良いか考えてみましょう。
・ラグが赤いマスにいない内に、「こうどう１」で進んでしまえば、先にゴールできそう。
・いや、ちょうどぶつかってしまうなぁ。
・ラグが帰ってきて、また行くのを待てばいいのか。

使用カード

x1 x1 x3

x1x1 x1 x1 x1 x1

x1 x1 x1

x1

ラグは一度ではなく何度も往復すること
を確認する。
ラグの動きを変える動きも、カード１つ
分と同じであることを確認する。

(児童用書類 ページ６)

こうどう２の
なかみ

こうどう１の
なかみ

ラグ
を置
く

106
ページ

目安 10分



2021/4/9 10
10

第11･12時 4－10 その２

正解カード

並べた命令カードをエンタに読み込ませて、本の上で動かしてみましょう。
・赤いマスにいる時は待って、そうでない時に進めばいいんだ。

こうどう２の
なかみ

こうどう１の
なかみ

106
ページ

目安 10分



2021/4/9 11
11

第11･12時 5－1 その１

「くりかえし」を使わずに、エンタをスタートからゴールに動かす命令を考えて、
読み込ませて動かしてみましょう。
・すごく長いプログラムだ。
・コロンを押してあげる動き方は１つしかないね。

使用カード

このステージをクリアするエンタの動き方は１つし
かない。
「くりかえし」をどのように組み合わせるか色々な
パターンで考えさせたい。

x1 x1 x7 x3 x2

x2 x2 x2(児童用書類 ページ７)

コロン
を置く

110
ページ

1

3

2

4

目安 10分



2021/4/9 12
12

「くりかえし」を使って並べた命令カードを読み込ませて本の上で動かし
てみましょう。
・「くりかえし」はできるようになったな。
・他の人と少しだけ違うプログラムができたよ。
・カードの枚数は同じだけどね。

正解カード

「くりかえし」なし→「くりかえし」あり
にするには？という手順で考えさせる。
「くりかえし」の中の「いっぽすすむ」
「ひだりをむく」の順番を変えて考えるこ
ともできる。

第11･12時 5－1 その２

今日できるようになったことや感想を、振り返りカードに
書きましょう。
・「じょうけん」「くりかえし」を組み合わせると、もっ
と短くすることができるんだね。

110
ページ

目安 10分



2021/4/9 1
1

授業のすすめかた
13・14限目



2021/4/9 2
2

準備・後片付けの時間を考慮し、90分の授業時間の内、内容は85分想定で設計している。

第13･14時 概要
13・14限目：ねらい

第５章では、これまで以上にプログラムが複雑になっている。また、ただ頭の中の動きをプログ
ラムで再現するのではなく、ひらめきが必要なものも多く取り扱われている。時間を確保し、児童
が想像力を働かせて試行錯誤する環境を整えたい。
「くりかえし」の中にある、同じカードの並び（同じ動き）が認識できるように、「くりかえし

を使わずに考えるターン」「くりかえしを使って考えるターン」をセットにしている。



2021/4/9 3
3

使用カード

第13･14時 5－2 その１

「くりかえし」を使わずに、エンタをスタートからゴールまで動かす命令を考えて、
読み込ませて動かしてみましょう。
・橋の上からすべってゴールするしかないけど、凍ってるね。
・スイッチで溶かしてから、橋に行かないとゴールできないや。

何もないマスで「アクション」を
してもよいことを伝える。
ゴールへ向かえるのは、橋の上し
かないことに気付かせる。

x1 x1 x4 x1 x1

x1 x1 x1

x1

(児童用書類 ページ３)

A

A:アクション

112
ページ

目安 5分



2021/4/9 4
4

正解カード

第13･14時 5－2 その２

「くりかえし」を使って並べた命令カードを読み込ませて、本の上で動か
してみましょう。
・「３回くりかえす」のはどれだろう。
・「いっぽすすむ」「ひだりをむく」が３回あるね。

ヒントにあるカードを使ってゴール
するにはどうするか考えさせる。
「３回くりかえす」こと、氷の上は
「いっぽすすむ」で３マス進めるこ
とを確認しながら進める。

112
ページ

目安 10分



2021/4/9 5
5

使用カード

第13･14時 5－3

ラグの動きを確認して、エンタをスタートからゴールまで動かす命令を考えて、読
み込ませて動かしてみましょう。
・左にマスがあるけど「ひだりをむく」は使わないんだね。
・左のマスはどうするんだろう。
・角にぶつかったら止まったよ。

スイッチを押すとラグが出口から
出ることを伝える。
角にぶつかることで、滑りが止ま
ることに気付かせたい。

x1 x1 x4 x2 x1

並べた命令カードを読み込ませて、本の上で動かしてみましょう。

正解パネル

(児童用書類 ページ４)

114
ページ

目安 10分



2021/4/9 6
6

使用カード

第13･14時 5－4 その１

ラグの動きを見てみましょう。
・止まったままだ。
・レバーを使って、ラグを飛ばすって書いてあるよ。

レバーとラグの動きの関係性につい
て、全体で確認しながら進める。

x1 x1 x10 x3 x1

x1 x1 x1

x2

スイッチを引くための短いプログラムを作り、エンタを動かしてみましょう。
・レバーを引くと、ラグが「いっぽすすむ」んだね。

３－８をふりかえり、レバーは赤→
青の順番があることを確認する。

(児童用書類 ページ５)

116
ページ

目安 10分



2021/4/9 7
7

(児童用書類 ページ５)

スタートから赤レバーを引くまでの動き

第13･14時 5－4 その２

「くりかえし」を使わずに、エンタをスタートからゴールまで動かす命令を考えて、
読み込ませて動かしてみましょう。
・赤→青→赤→青の順番でレバーを４回ひかないといけないや。

順にレバーをひくために、ぐるっと１週
する動きに気付かせたい。

赤レバーから、青→赤→青の順番でレバーをひいて、ゴールへ向かう動き

116
ページ

目安 10分



2021/4/9 8
8

第13･14時 5－4 その３

「くりかえし」を使って並べた命令カードを読み込ませて、本の上で動か
してみましょう。
・どこを３回「くりかえす」んだろう。
・「アクション」を使わないで、ぐるっと１周するプログラムを作ってみたけど
…。
・「いっぽすすむ」「みぎをむく」「いっぽすすむ」 「いっぽすすむ」 「みぎを
むく」が繰り返されているね。
・「アクション」はどこに入れればいいかな。

何もないマスでアクションをしても
よいことをヒントとして伝えたい。

「アクション」を使わずに、「くりかえし」
なしのプログラムを作成させると、同じカー
ドの並びが見えてくる。
アクションがあることで混乱が想定される。
必要に応じて伝えたい。

正解カード

116
ページ

目安 10分



2021/4/9 9
9

(118ページの図を見せながら)「じょうけん」を使ってカードを並べてみよう。
・「こうどう１」「こうどう２」が使えない代わりに、自分でカードを並べられるんだね。
・赤のマスにいるときは左、そうでない時は右のゴールに行く必要があるね。

まずは、本の図を見て
その通り並べさせる。

第13･14時 5－5 その１

118ページ
(児童用書類 ページ６)

コロン
を置く

120
ページ

目安 10分



2021/4/9 10
10

『こうどう』のかわりに、自分で作ったプログラムを動かしてみよう！

第13･14時 5－5 その２

「こうどう」の中身を
自分で考えて作れることを
確認する。

120
ページ



2021/4/9 11
11

ラグの動きを確認して、左右のどちらのゴールに向かうべきか、考えてみましょう。
・赤いマスにいたら、右のゴールだね。
・そうでないときは、左のゴールだね。

使用カード

「じょうけん」でゴールを分けて考えさせる。

第13･14時 5－6 その１

x1 x1 x9

x1 x1x1 x1 x1

x3 x3

(児童用書類 ページ７)

ラグを
置く

122
ページ

目安 5分



2021/4/9 12
12

並べた命令カードをエンタに読み込ませて、本の上で動かしてみましょう。
・できたけど、「いっぽすすむ」が10枚になっちゃった。
・９枚にするにはどうすれば…。
・同じように「いっぽすすむ」所はあるかな。
・「じょうけん」で分けて動いた後、
ゴールに向かうには必ず、「いっぽすすむ」があるね。

正解カード

第13･14時 5－6 その２

「じょうけん」で分けるのはどこまでか
「じょうけん」の中に入らなくてもよい
「いっぽすすむ」はどれか考えさせたい。

「じょうけん」で分けてカー
ドを並べると、「いっぽすす
む」が10枚必要と考える児
童が想定される。

今日できるようになったことや感想を、振り返りカードに
書きましょう。
・これまで使ったことが、もう全部使えるよ。
・「じょうけん」の中身を自分で考えるのは楽しいな。

122
ページ

目安 10分



2021/4/9 1
1

授業のすすめかた
15・16限目



2021/4/9 2
2

準備・後片付けの時間を考慮し、90分の授業時間の内、内容は85分想定で設計している。

第15･16時 概要
15・16限目：ねらい

第５章では、これまで以上にプログラムが複雑になっている。また、ただ頭の中の動きをプ
ログラムで再現するのではなく、ひらめきが必要なものも多く取り扱われている。時間を確保
し、児童が想像力を働かせて試行錯誤する環境を整えたい。
ラグの動きや、ぬいぐるみのマスでのアクションなど、全体で共通理解を図ってから取り組

むべきページがある。ページごとに、どうすればクリアになるのか、その条件を確認してから
取り組ませなければならない。



2021/4/9 3
3

(児童用書類 ページ３)

第15･16時 5－7 その１

このページはどんなストーリーかな。必要な動きを考えてみましょう。
・電池を拾うんだね。
・リモコンも使うみたい。
・アクションカードでどちらも拾うんだ。
・ぬいぐるみを動かす時も、「アクション」が必要みたいだね。

ぬいぐるみのマスでも「アクショ
ン」を使用することは初見ではわか
らない。
混乱しないよう予め伝えたい。

もやもやのマスは、久しぶりの登場
である。
「じょうけん」のカードで確かめて
進むことを確認する。

もやもやのマスは、久しぶりの登場
である。
「じょうけん」のカードで確かめて
進むことを確認する。

目安 5分

124
ページ



2021/4/9 4
4

モヤモヤのマスの内、赤いマスとそうでないマスとでは、それぞれどのような動き
が必要か考えてみましょう。
・「じょうけん」は１枚しかないから、２つのモヤモヤのマスで使うにはどうしたらいいかな。
・「くりかえし」があるよ。
・赤いマスから、次のモヤモヤのマスに行くには、どんな命令がいるだろう。
・「赤い床にいる？」「はい」の時にそのプログラムがあればいいんだね。

使用カード

第15･16時 5－7 その２

「じょうけん」カードは１つしかない。
赤いマスにいる時に、次のモヤモヤのマスに行
くには、どのような動きが必要か考えることが
ヒントになる。

x1

X２ X２ X２ x1 x1 x1 x1

x1 X６ x1 X２ X２

x1

(児童用書類 ページ３)

目安 10分

124
ページ



2021/4/9 5
5

正解カード

並べた命令カードをエンタに読み込ませて、本の上で動かしてみましょう。
・「くりかえし」で「じょうけん」を囲めばいいんだよね。
・ぬいぐるみも「アクション」がいるから、最後は「アクション」「いっぽすす
む」の繰り返しだね

ゴール手前の２マスがどちらも「アク
ション」が必要であることをつかませ
たい。

第15･16時 5－7 その３

124
ページ

目安 10分



2021/4/9 6
6

モヤモヤのマスの内、赤いマスとそうでないマスとでは、それぞれどのような動き
が必要か考えてみましょう。
・ただのモヤモヤのマスでは、前に進みたいから「いっぽすすむ」かな。
・モヤモヤの赤いマスは、２つとも左に曲がればゴールに向かうね。

使用カード

第15･16時 5－8 その１

赤いマスとそうでないマスは、それぞれ同じ動
きが必要になることに気づかせたい。

x1

x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1

x1 X３ x1

x1

(児童用書類 ページ４)

126
ページ

目安 5分



2021/4/9 7
7

正解カード

並べた命令カードをエンタに読み込ませて、本の上で動かしてみましょう。
・モヤモヤのマス６つだから、「６回くりかえす」があるといいのに。
・全部モヤモヤのマスだから「ずっとくりかえす」でいいんだね。

全て「じょうけん」を使う場合は、
「ずっとくりかえす」ことで、進めら
れることを伝える。

第15･16時 5－8 その２

126
ページ

目安 10分



2021/4/9 8
8

ラグの動きを確認して、左右のどちらのゴールに向かうべきか、考えてみましょう。
・ラグははじめに１度「まつ」んだね。
・ラグが右に行くと、赤いマスにはラグはいないね。
・左に行くと、赤いマスの上にラグはいるんだね。

使用カード

第15･16時 5－9 その１

ラグの動きは「まつ」「右（左）をむく」
「いっぽすすむ」の３つに分かれていることを
確認する。

x1

x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1

x1 x4 x2 x1

x1

本上の置く場所によって、エンタとラグがぶ
つかってしまう場合がある。しっかりと枠の
中に置くことに気を付けさせる。

(児童用書類 ページ５)

ラグを
置く

128
ページ

目安 10分



2021/4/9 9
9

正解カード

並べた命令カードをエンタに読み込ませて、本の上で動かしてみましょう。
・ラグが右にいったから、「じょうけん」は「いいえ」になるね。
・「いいえ」の時は、左に行って右に行って…。

第15･16時 5－9 その２

128
ページ

目安 10分



2021/4/9 10
10

どのようなプログラムが必要か考えて、並べた命令カードをエンタに読み込ませて、
本の上で動かしてみましょう。
・「くりかえし」なしなら、簡単だったよ。
・「くりかえし」なしでやったら、同じカードの並びがあったよ。「２回くりかえす」ができ
そうだ。
・ヒントのやり方だと思いつかないなぁ。
・難しいけど、色々試せそうだ。
・左から回ると、１・２・３…20。
・右から回ると、１・２・３…17。
・右回りの方が移動が少なくて済むぞ。

(児童用書類 ページ６)

使用カード

第15･16時 5－10 その１

最後のページである。ここまで学習した内容を基に、
ヒントにしばられず、色々なプログラムを試させたい。

x1

x2 x2 x1 x1 x1 x1 x1

x1 x6 x2 x2

x1x1

「くりかえし」なしのプログラム。
「２回くりかえす」を使ったプログラム。
本のヒント通りのプログラムの順に、難しくなる。

次へ次へと、段階的に取り組ませても良い。
エンタを手で動かしながら、回数を数えて最短ルー
トを見つけさせてもよい。

130
ページ

目安 10分
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正解カード

並べた命令カードをエンタに読み込ませて、本の上で動かしてみましょう。

第15･16時 5－10 その２

今日できるようになったことや感想を、振り返りカードに
書きましょう。
・最後のは難しかったけど、色んなプログラムができたよ。
・他にもプログラムはまだまだありそうだ。

130
ページ

目安 10分
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第15･16時

135
ページ


