
ロボットプログラミングによる防災教育ユニットの開発 

 

総合的な学習の時間において、実際に開発・利用が進められている災害対応ロボットに焦点をあて、５

年生の防災学習の単元の流れの中にレスキューロボット開発を位置付けた防災教育ユニットを開発した。

３年生単元からの発展性を考え、ロボットに無線コントロールとセンサーによる安全機能を実装するため

に、どのように条件分岐を行えばよいかを考えるプログラミングの学習活動を計画した。本授業は、令和

元年度実践から授業改善を図り、令和３年１月２２日に山口県プログラミング教育研究実践協力校公開授

業として公開したものである。 

１ 本単元で育成したい資質・能力（目標） 

災害現場で活躍するロボットについて知り、その機能や役割について調べたり、レスキューロボット

のプログラムを考えたりする活動を通して、情報通信技術やプログラミングが防災に役立っていること

を理解するとともに、基本的なプログラミングの考え方を身に付ける。 

２ 本単元におけるプログラミング教育について 

  mBotをベースとしたコントローラーで遠隔操作することができるレスキューロボットを製作する。セ

ンサーを活用した安全機能を追加していく活動を通して、条件分岐など必要な命令の組み合わせを考え

たり、それらを改善したりしながらロボットを操作するプログラムを作成することでプログラミング的

思考の育成を図る。また，情報通信技術が防災に役立っていることが理解できるようにする。 

３ 単元計画（全８時間）※本単元は，「身近な安心・安全を守ろう～自然災害と防災への取り組み～」内に位置づけられた小単元である。 

時 学習活動・学習内容 主な評価規準 備考 

１ 災害現場で活躍するロボットについて調べ、単元の課題を

考える（PP）。 

・災害対応ロボットの機能や役割 

（センサー機能を含む） 

・情報通信技術（無線通信、IoT等を含む） 

・ロボットがプログラムによって動いていること 

災害現場で活躍するロボッ

トについて、意欲的に調べ

ることができる（主体性）。 

 

・レスキューロボットと

して R-5.0（長岡技術科

学大学他）と Quince（千

葉工業大学他）を中心

に取り上げる。 

２ 

３ 

作成するレスキューロボットの機能について考え、ロボッ

トをコントローラーで操作する方法について考える（PP）。 

・ビジュアル型プログラミング言語 

・メッセージ処理 

・順次処理（メインルーチン） 

・条件分岐（条件判断文） 

・繰り返し（メインループ） 

レスキューロボットの製作上

の課題を設定し、学習の見通し

を持つことができる（課題の設

定）。 

基本的なプログラミングの考

え方を理解し、プログラムを作

成することができる（知識及び

技能）。 

・ロボットは、mBot を使

用する（ない場合はソ

フトウェア上のロボッ

トで対応可）。 

・使用言語は Scratch ベ

ー ス の も の と す る

（mBotの場合、mBlokを

使用）。 

４ 

５ 

本

時 

災害現場の想定コースを作り、ロボットが衝突を防止する

機能や音や光で状況を知らせる機能について考える（PP）。 

・操作支援システム 

・センサーの役割（超音波、照度、ライントレース） 

災害現場の状況を想定し、そ

こで安全に情報収集活動が

行えるプログラムを多面的

に考えることができる（整

理・分析）。 

・ＩＣＴ支援員を要請し、

児童のプログラミング

の補助をする。 

６ 

７ 

災害現場想定コースを、カメラによる遠隔操作で走行し、

災害救助対策を考える。 

・災害対応ロボットによる救助計画の必要性 

・災害対応ロボットの課題 

災害対応ロボットが、救助計画

の立案や２次被害の防止に役

だっていることを理解するこ

とができる（知識及び技能）。 

・小型無線カメラを mBot

に取り付け、別室等か

ら操作させ、災害現場

（想定）の状況を分析

させる。 

８ これからの災害対応ロボットについて考え、交流する。 

・情報通信技術の発展とその活用 

・自分と実生活・実社会の

間の問題解決に取り組もう

とすることができる（社会

参画）。 

・レスキュー隊員をゲストテ

ィーチャーとして招き、災

害救助の苦労や工夫など

を聞く。 
※評価規準の観点は、総合的な学習の時間全体計画による。 

第５年 総合的な学習の時間 

災害現場で活躍するロボット～レスキューロボットをつくろう～ 

指導計画原案 土井健，実践記録 髙塚正昭 



４ 本時案（４／８時） 

(1) 目 標 

  超音波センサーを活用した安全機能を追加していく活動を通して、災害現場を想定して条件分岐な

ど必要な命令の組み合わせを考えたり、プログラムを改善したりすることができる。 

(2) 主な準備物 

  mBot（児童２人に１台），mBot用ブルートゥースコントローラー，iPad，PC，試走動画，センサー説明掲示 

(3) 展 開 

過
程 学習活動・学習内容 

○指導上の留意点 ◆評価 

☆プログラミング的思考を育むための手立て 
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１ 災害想定コースとレスキューロボット

の企画書をもとに、mBotにさらに追加し

たい機能について考え、本時の課題をつ

かむ。 

 ・ 自動車の衝突防止などの安全機能 

 ・ センサーの役割 

  

 

 

 

 

２ 超音波センサーの働きと使い方（基本的

なプログラミング方法）を知り、ロボット

が衝突を防止するプログラムを考える。 

 ・超音波センサーの仕組み 

 ・センサー用の命令ブロック 

 ・条件分岐（「もし～なら」ブロック） 

 

３ mBlock を使ってプログラミングし、考

え通りに動くか実際に mBot を操作し試し

てみる。 

 ・センサーを使ったプログラミング 

  

 

 

 

 

 

 

４ 本時の学習を振り返り、次時の課題を

考える。 
※本時は、単元の第４・５時の２時間続きの設定の授業で

あるため、ごく簡単なふり返りのみを行います。 

○第２時に作成した企画書をもとに、ロボットをより

よいものに改良していこうという意欲をもたせる。 

○安全機能のない状態で災害想定コースを走ら

せ、ロボットが衝突する動画をみせ、操縦者を

支援する機能の必要性を考えさせる。 

○自動車の安全機能にはセンサーが利用されていたこ

とを想起し、mBotには３つのセンサーがあることを

知らせることで、本時の課題をつかませる。 

○児童とともに本時のルーブリックを設定する。 

 

 

☆mBotを自分に置き換えて、条件判断と動きを考

えさせることで、条件分岐の考え方やその順序

性について考えさせる。 

☆ロイロノート・スクールでフローチャートを作

成させることで、プログラミングで実現したい

動き（の手順）を明確にさせる。 

 

○センサーを利用したプログラムを例示し、個々

に内容を考えられる部分がどこかを示すこと

で、児童一人ひとりが創意工夫してプログラミ

ングできるようにする。 

☆災害想定コースは、班で相談して自由に組み替え

てもよいことすることで、児童同士の対話を促進

するとともに、様々な被災状況を考え、プログラ

ムを改善しようとすることができるようにする。 

◆災害現場の状況を想定し、超音波センサーを使っ

て安全に操作できるようプログラムを改善できた

か（思考・判断・表現，チャートとプログラム）。 

○残りの２つのセンサーについて取り上げ、企画書

をもとにさらに実現したいことを考えさせる。 

センサーを使って、mBotに安全機能をつけよう 

     作例：動き（青色ブロック）や障害物ま
での距離などは児童の考えに合
わせて自由に変えることが可能。 



５ 授業のようす 

第２・３時において、ｍBotをレスキューロボットにするために、どんな機能があればよいか、児童がふ

せんに書いたものを分類して企画書を作成した。児童は企画書をもとに、まずは、遠隔操作できるように

することを目標とした。コントローラーのボタンを押しても、ｍ

Bot が反応しないことを確認させ、コントローラーによる操作も

プログラミングをする必要があることを知らせた。ペアごとに、

ロイロノートを用いて、コントローラー操作の設計を考えた。そ

の後、条件判断文｢もし～なら（if文）｣を使って、プログラムを

作成することができた。さらに、児童が音やライトのコントロー

ラー操作をプログラムし、要救助者を発見したときに鳴らすなど

の工夫も見られた。 

公開授業である、本時（第４時）の導入では、教師が、安全機

能のない状態のｍBot で災害想定コースを走らせ、ｍBot が衝突

したり落下したりする動画を見せた。児童は、壁に衝突する場面

や、穴に落下する場面を見て、｢あー。｣などの歓声をあげたり、

｢これじゃあ失敗だ。｣などの感想を述べたりした。そして、企画

書をもとに、｢センサーを使って安全機能をつけよう。｣というめ

あてを設定した。その後、ｍBotに３つのセンサーがあることや、

超音波センサーの仕組みについて押さえた。次に、比較演算子を

使った条件判断文という、今までにない組み合わせの要素が入る

ため、判断の仕方を整理した。その際、児童をｍBotの立場に立

たせて、障害物まで距離がある場面と、そうでない場面の２つの

場面で、どんな判断をするから、どんな行動をとったらよいかを

考えさせた。そうすることで児童は判断の仕方には、｢～㎝以上

ならどうする。｣と｢～㎝以下ならどうする。｣の２パターンある

ことをつかんでいた。 

その後、ロイロノートで、超音波センサーを使った安全機能の

設計図を作成した。どのペアも、｢以上なら前に進む。｣、｢以下

なら止まるなど障害物を検知し、避けるなどの行動を適切に設計

することができており、２通りの判断の仕方を上手く使い分ける

ことができていた。 

センサーを使ったプログラムをｍBlockで作成する際に、教師

が基本的なプログラムの作成の仕方を演示したり、４人分の作成

例を示したテキストブックを配付したりすることで、考えるため

の手がかりを示した。また、設計図のカードの色を条件分岐なら

オレンジ色にするなど、プログラムする際のブロックの色と同じ

にし、スムーズに活動できるように配慮した。児童は、自分たち

のプログラムに近い例を参考にしながら、条件判断文を考えた

り、条件分岐をプログラムのどこに組み合わせればよいのかを考

えたりして、プログラムを作成することができた。また、安全性

児童が作った企画書 

判断の仕方は、 
２通りあったよね。 

私たちは、この子の
例に近いかもね。 

児童が作った設計図 



を高めるために音で危険を知らせる、動きを止めると障害物と

の距離で２段階の安全対策をプログラムする児童も見られた。 

プログラムを作成した児童は、その場で自分たちの作ったテ

ストコースを走らせ、センサーを使った安全機能が意図したと

おりに働くかどうかを試した。１度では意図した通りの動きを

していない児童も多く見られたが、すぐにデバッグ・修正を行

い、自ら進んでプログラムの改善を図る姿が見られた。他のペ

アが上手くいっていることを知ると、｢どうやってやったの、教

えて。｣と、友だちのプログラムを見に行って、それを参考に自

分たちのプログラムを修正する児童も見られ、他のペアと交流

を行いながら完成を目指すことができていた。 

第５時（後半)には、全てのペアが、超音波センサーを使って、

自分たちの意図する衝突を防ぐ機能をつけることができた。更

に、光センサー、ライントレースセンサーを使って、オートラ

イトや落下防止機能など、さらなる安全機能をつけているペア

も多く見られた。 

 第６・７時では、児童がｍBotに Wi-Fiカメラをつけて、教師

が設定した災害想定コースを実際に走らせ、要救助者の捜索を

行い、救助計画を立案する活動に取り組んだ。災害想定コースは、

特別教室一部屋全て使って作成し、５分以内にｍBotで情報を集

め、それをもとに救助ルートを考えることを目標とした。カメラ

の映像ごしに操作する難しさを感じる児童も見られたが、今まで

自分たちがプログラミングしたロボットを使って、災害現場の情

報を収集しながら、要救助者を発見することができた。ペアで交

代しながら操作をし、実際の災害現場の情報を収集するように、

真剣に画面を見つめながら操作する児童も見られた。捜索活動

後、救助ルートについて班で相談し、全体で意見を共有した。要

救助者をより早く救出することだけでなく、救助する人もより

安全に要救助者を救出し、戻って来られることを重視してルー

トを設定する児童も見られた。 

６ 成果と課題 

 山口大学の鷹岡教授より、｢導入の際に教師の試走動画を見せ、カメラで操作すると難しいことが伝わっ

ていた。そのことで、センサーの必要性に気づくことができ、今日の学習の動機付けを行うことができて

いた。ルーブリック評価で目標も確認できていてよい。｣とご意見を頂いた。テストコースを走らせ、プロ

グラムを修正する活動を繰り返すことで、児童がｍBotの動きを、より意図した通りのものに近づけていく

ことができた。また、２つの比較演算子を使った条件判断の仕方があることを全体で指導してから、設計

図（フローチャート）を作成して動きを確認し、プログラムを作成した。全ての児童が条件判断文を正し

く書いて（組み合わせて）条件分岐をし、意図する動きに近づけることができており、児童のプログラミ

ング的思考の育成につながったと考えられる。 

 今後は、他学年の総合的な学習の時間における単元開発に取り組み、児童のプログラミング的思考を系

統的に高めていけるよう研究を継続したい。 

おっ上手くセンサーが
反応してくれたぞ。 

児童が作成したプログラム 
（全文は本章最後に示す） 

カメラの映像だと、
操作が難しいなあ。 

※本実践の詳細な資料（指導資料、児童配布物）等は岩国市立灘小学校 Webサイトにおいて公開します。 


