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レッスン クラスの案内情報

レッスン タイトル：仮想ロボットのトレーニングを学ぼう：遠隔操作できるサッカー ロボット
科目：コンピュータ サイエンス、エンジニアリング
対象学年：8 ～ 12 (このクラスに参加する生徒は 13 歳以上である必要があります)
レッスンの所要時間：1 時間
生徒向けガイド

アクティビティを選択する
これらのロボット工学ラーニング アクティビティはどのような順序でも円滑に進めることができますが、アク
ティビティ 1 から 5 まで順に進むことをお勧めします。そうすることで、レッスンが一体的に機能し、スキルを積
み上げながら進められるので、5 つのロボット工学ラーニング アクティビティすべてを修了する生徒は、自律型
ロボットのコーディングの基礎および Learning Kit を今後のアクティビティに使用する方法を習得することに
なります。すべての生徒はアクティビティ 1 から始めることをお勧めします。そうすることで、Learning Kit の機
能、およびロボットの作成やモーターとセンサーのコーディングが Unreal Engine 環境でどのようにサポート
されているかを学ぶことができます。 
 

「仮想ロボットのトレーニングを学ぼう」では、応用物理を使用してロボット工学の概念を探ります。また、生
徒にコーディングに関するフィードバックを速やかに与え、今後扱う可能性がある他の物理ロボット システム
に応用できる原則やコーディング言語の知識を提供します。

仮想ロボットのトレーニングを学ぼう
レッスン 5：遠隔操作できるサッカー ロボット

https://cdn2.unrealengine.com/unreal-engine-robotics-student-guide-5-ja-41b61f762e06.pdf
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必要とされるテクノロジー
この Unreal Learning Kit では、Unreal Engine ソフトウェアのインストールと Unreal Learning Kit のファイル

が必要です。最小ハードウェア要件を以下に示します。

• Windows 10 64 ビット コンピュータ
• Intel または AMD の 2.5 GHz 以上のクワッドコア プロセッサ
• DirectX 11 または DirectX 12 対応のグラフィック カード
• 256 GB 以上の SSD (OS ドライブ)
• 2 TB 以上の SSD (データ ドライブ) (Unreal Engine でのゲーム開発用)
• 8GB 以上のメモリ

ソフトウェアをインストールするために、管理者または所有者の権限も必要になります。

インストールおよびセットアップは、最初のレッスンの前に完了しておきます。Unreal Engine のインストールに
関する支援が必要であれば、こちらをクリックしてください。

技術要件に関する支援が必要であれば、このサイトを参照してください。

これは仮想ロボット システムであるため、ロボットのパーツやキットを別途用意する必要はありません。
 
執筆者の連絡先
 
Brian Dickman、Cleverlike Studios

• 執筆者：Brian Dickman
• メールアドレス：brian@cleverlike.com
• Twitter：@cleverlike
• LinkedIn：https://www.linkedin.com/in/cleverlike/ 

Rebecca Parrent、Cleverlike Studios

• 執筆者：Rebecca Parrent
• メールアドレス：rebecca@cleverlike.com
• LinkedIn：https://www.linkedin.com/in/rebecca-parrent-5214168/

 
Ian Southwell、Cleverlike Studios

• 執筆者：Ian Southwell
• メールアドレス：Ian@cleverlike.com
• Twitter：@iansouthwell2
• LinkedIn：https://www.linkedin.com/in/southwellian/

https://cdn2.unrealengine.com/getting-started-in-unreal-engine-hour-of-code-ja-82c7f04a51ec.pdf
https://docs.unrealengine.com/4.26/ja/Basics/RecommendedSpecifications/
mailto:brian@cleverlike.com?subject=
https://www.linkedin.com/in/cleverlike/
mailto:rebecca@cleverlike.com?subject=
https://www.linkedin.com/in/rebecca-parrent-5214168/
mailto:Ian@cleverlike.com%20?subject=
https://www.linkedin.com/in/southwellian/
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執筆者 Brian Dickman 氏は、コンピュータ サイエンスを学び、人気のあるビデオ ゲーム内の楽しませるコン
テンツや教育向けコンテンツを制作するゲーム開発スタジオを専任で運営しています。
 
執筆者 Rebecca Parent 氏は、音楽とメディアの理学士号、および理系に重点を置いたカリキュラム編成の教
育修士号を取得しています。Rebecca の職歴には、コンピュータ使用とデータベースのカスタム開発の大人
向けトレーニング、技術応用とコーディングの若者向けトレーニングなどがあります。
 
Rebecca と Brian は、実世界のコーディング言語、コーディング プロトコル、およびコーディングとエンジニ
アリング設計におけるベストプラクティスにつながる楽しい活動として、ロボットの構成とコーディングを教
えています。どちらの執筆者も、ロボット競技会を通じていくつかの生徒チームを指導してきました。具体的に
は、FIRST LEGO League、FIRST Tech Challenge、VEX ロボティクス競技会などです。
 
執筆者 Ian Southwell 氏は、サンフランシスコの Academy of Art University に通った後、3D 仮想ワールド
への愛着を深めることに決めて、それを仕事にしています。コンピュータ アニメーションの美術学士号を取得
して卒業した後、10 年以上にわたってデザイナー、インストラクター、アーティストとして働いています。その間
に、彼は 7 つのスタジオと一緒に仕事をして、最初のコンセプトから最終的なバグ テストまで、ゲームの構築
に関する高度な実用的知識を身に付けました。彼は、初期デザイン スケッチから ZBrush でのデジタル スカル
プト、そして 3D プリンターで作成したオブジェクトや鋳造プロダクトまで、プロダクト デザインのパイプライン
も理解しています。彼は講習を受け続けて、自身の知識とスキルセットを広げています。

UNREAL ENGINE ROBOTICS LEARNING KIT

物理的なロボット システムは、高額で、慌ただしい学習環境でメンテナンスするのは困難です。この仮想ロボッ
ト キットを使用すると、生徒は物理の応用法則に基づいて動作するロボットを利用できます。また、汎用的な
教材と見なせるので、将来のハードウェアや使用するコーディング言語に関係なく、多くのロボット システムに
応用できるスキルを磨くことができます。

ロボット工学は、コーディングを習得するための優れたプラットフォームです。生徒が自分のコーディングを動
作で確認できることがその理由です。指示どおりに動作する従順なロボットによって、生徒はユーモラスな失
敗と自分の力で勝ち得た成功を体験できます。Unreal Learning Kit を利用したこれらのアクティビティによっ
て、すべての生徒が独創的にクリエイティブで楽しませるコーディングを体験できます。Unreal Engine でシミ
ュレートされる物理は、生徒が実世界のロボット工学プログラミングのニュアンスを体験するのに役立ちます。

アクティビティを円滑に進める

各アクティビティを円滑に進める準備として、アクティビティの作成者によるビデオ ウォークスルーが提供され

ています。それらのビデオ ウォークスルーは、そのレッスンをどのようにして円滑に進めることができるかを示
すのに役立ち、生徒が自主的に従うべきリソースである場合もあります。 

大部分のアクティビティでは新たな概念が紹介され、生徒はその概念の主要な学習項目のライブ デモを実行
できます。多くの場合、そのデモの後に生徒のアクティビティが続き、それを行うことで学んだことが強化されま
す。ファシリテーターは概念を復習し、各概念に関する生徒の観察結果/関連性/考察を確認してから、次のト
ピックに進みます。
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概念の紹介、ライブ デモの実施、および自分のプロジェクトへの学習項目の応用というプロセスが、各ロボッ
ト工学ラーニング アクティビティの至る所で繰り返されます。これらのアクティビティの完了後、1 時間を超え
たアクティビティの延長を希望する上級の生徒やグループ向けには拡張アクティビティを提案できます。

ファシリテーターは必要に応じて次のような質問をすることで、問題解決を指導します。何を成し遂げようとし
たのですか。どのような措置を取ったのですか。何を観察したのですか。次に試してみることは何ですか。イン
スピレーションを得るためにエンジニアリング プロセスを復習します。

生徒は必要に応じて自主的に作業することも、小規模グループで作業することもできます。他の生徒の手助け
をする、そのアクティビティに堪能な生徒の助けを募ることを検討してください。
 
アクティビティ 5 – 遠隔操作できるサッカー ロボット
 
はじめに
 
ここまでのアクティビティのコーディングでは、ユーザーの介入なしで自律的に走行する必要があるロボット
に重点を置いていました。手助けをまったく必要としないロボットをコードによって動かし続けるのをみるのは
面白いものです。思い切りがよく好奇心の強い新しいコード作成者が与えた行動をロボットが忠実に行うこと
で、多くの笑いが起きることは間違いありません。 

新たな楽しみ方を作り出しましょう！ロボットの動きを前もってコーディングするのではなく、ユーザーからの
入力に直接反応するようにロボットをプログラムします。遠隔操作レシーバーをロボットに追加することで、キ
ーボードまたはコントローラーからの入力に反応するようにコーディングできます。 

どのようなタイプのロボットが遠隔操作されるのでしょうか。爆弾処理ロボット、ドローン、救助ロボット、さま
ざまなタイプの娯楽用ロボットなど多数あります。 

ここでは、遠隔操作できるサッカー ロボットを作成しましょう！ゴーーーーーール！

アクティビティの概要 

このレッスンで生徒はモーターをキーボードのキー押下にマッピングして、キーボード入力による仮想遠隔
操作を行う方法を学びます。そうすることで、ロボットの動きをキーボードで操作および制御できるようにな
ります。 

遠隔操作は、ビデオ ゲーム、テレビ、プロジェクター、ドローン、モデル車両、他の多くのデバイスで日常的に
使用されています。遠隔操作を使用することで、オブジェクトに迅速かつ簡単に指示することができます。設
定の変更や望ましい仕様への移行をオブジェクトに迅速かつ簡単に指示することができます。デベロッパー
は、遠隔操作で指示できるアクションをコーディングする必要があります。
ここでの目標は、キーボード入力に基づいて前進、後退、任意の向きの旋回を行うようにロボットを操作で
きることです。
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ロボットの各モーターがキーボードの特定のキーに「マッピングされている」必要があります。コードのフロ
ーとしては、イベントを使用してキーボードのキー押下を検出し、指定された速度と向きでモーターを動か
すコードを実行します。
 
コーディングのつながり 

メイン ループではプログラムを実行し、キーボード入力をリッスンし続けます。イベントを使用して、ユーザー 
インタラクションを検出し、ゲーム内応答を生成します。演算関数を使用して、キー押下に基づいた動きの速度
と方向を決定します。
 
ゲームを始めましょう！

根本的な疑問 

1. 遠隔操作はどのように機能するのか。
2. ロボットを任意の向きに動かすには、どのようなモーター設定値を指定する必要があるか。
3. 遠隔操作できるサッカー ロボットで最も頻繁に使用されるのは、モーターへの指示のどのような組み

合わせか。
4. キー押下が行われていないときに、ロボットは何をすべきか。
5. どのようにしてキー押下を一連のコマンドに「マッピング」するか。
6. どのような方法でキー押下の入力をテストするか。
7. キーが押されたときにロボットが動くには、モーター制御のコードをブループリント コードのどこに配

置すべきか。
 
学習の成果 

このレッスンを完了すると、生徒は次のことができるようになります。 

1. Unreal Learning Kit で遠隔操作センサーをロボットに追加する。
2. キーボードを仮想遠隔操作として使用して、コマンドに応じて動くように、ロボットをコーディングす

る。
3. キーの押下と解放に応じてモーターにコマンドを発行するためのイベントを実装する。
4. 演算関数を使用して、複数の同時入力の最終結果を計算する。
5. ブループリント プログラミング言語を使用して、遠隔操作によるユーザーの指示にロボットが従うよう

にするコードを作成する。
6. このコーディング方法が現在使用されている実世界での応用、および設計に役立つ新しい応用につい

て話し合う。 
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Unreal Engine の利用開始 

Unreal Engine Robotics Learning Kit でのこのアクティビティをうまく行うために、参加者は Unreal Engine 
のインターフェースの基本的な操作方法を習得する必要があります。アプリケーション内でのプレイヤーやカ
メラの操作およびパネルやウィンドウを見つけることの習熟度を向上させることで、より豊かな学習体験が生
み出されます。各アクティビティでは、実習を完了するのに必要な重要なインターフェース コンポーネントとコ
ントロールを復習します。

参加者が Unreal Engine に慣れていない場合は、初回アクティビティに割り当てる時間を増やすことを検討す
るか、アクティビティを始める前にいくつかの準備実習を計画してください。

Unreal Engine の使用範囲 

• Unreal Engine を起動し、サンプル プロジェクトを開く
• さまざまなレベルやマップを特定してアクティブ化する
• 自分のコードをプレイし、プレイ モードを終了する
• ビューポートでカメラやビューを操作する
• サンプルのロボットを複製することで独自のロボットを作成する
• レベルにあるアクタを移動および回転させる
• ロボットのデフォルト設定を編集する
• プロジェクトを保存する 

学習する概念 

このアクティビティは、この Hour of Code シリーズの中でプレイヤーが操作する唯一のアクティビティである
ため、独特です。他のすべての実習は、プログラマーが決めたコマンドを実行する自動運転車です。遠隔操作を
追加することで、新たなタイプのプログラミング課題および楽しませるコンテンツを作り出す新たな方法が導
入されています。
 
遠隔操作の概念を理解する
 
遠隔操作は有線でも無線でも行うことができます。無線の遠隔操作は、電波、赤外線、または他の方法で行う
ことができます。2 つの主要コンポーネントは、ユーザー側の「トランスミッター」とロボット側の「レシーバー」
です。レシーバーがトランスミッターからの信号を受け取ったときに、さまざまな入力値ごとに特定のアクショ
ンを行うようにプログラミングできます。他のタイプの遠隔操作デバイス (テレビ、Bluetooth スピーカー、ガレ
ージ ドア オープナー、車のスマート キーなど) と接続します。 

アクティビティ 

遠隔操作レシーバーをロボットに追加する

遠隔操作レシーバーを車両に追加すると、ユーザー入力に反応するように車両を 
プログラミングできます。
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アクティビティ：遠隔操作センサーをロボットに追加し、キー押下を特定のアクションにマッピングできるよう
にするブループリント コーディング領域にアクセスします。 

キーボードによる基本的な移動操作を追加する 

ロボットを操作するには、前進、後退、左旋回、右旋回のそれぞれの移動指示に対してどのようなモーター制
御値が最適であるかを最初に決めておくことが重要です。

アクティビティ：「W」キーを押したときにロボットが前進し、そのキーを放したときに停止するようにします。モ
ーター A とモーター B でどのような値を使用しますか。他の操作に対するモーター値を決め、 
W、A、S、D キーをロボットの操作にマッピングします (レッスン 1 でのモーター制御を参考にします)。

移動のためのモーター値をテストして微調整する 

通常は、ロボットの速度を上げるほど、正確さや一貫性の問題が大きくなります。構成した移動操作を評価し
ます。ロボットの速度が速すぎたり、遅すぎたりしていませんか。
 
アクティビティ：操作がより滑らかに機能するようにするには、前進または右旋回だけでなく右向きの前進の
ように、2 つの向きを組み合わせる方がうまくいきます。前進と右旋回が独立して機能し、両方のキーが同時に
押されている場合にそれらが組み合わされるように、前進用の値と右旋回用の値を設定します。移動のすべて
の向きに対して同様に実装します。 

ロボットを複製し、2 人目のプレイヤー用の新しい操作を設定する 

好みの制御値が見つかったら、ロボットを複製し、そのロボットが異なるキー押下で動作するように 
設定できます。独立して操作される 2 つのロボットを使用して、1 対 1 のサッカーの試合を 
することができます。 

アクティビティ：実際に機能するロボットを複製し、2 つ目のロボットの操作をキーボードの矢印キーにマッピ
ングします。 

プレイして反復する 

ゲームの作成時には、プレイテストを何度も行います。どのような改良を行うと、ロボットが成功を収めやすく
なりますか？
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課題アクティビティ

拡張アクティビティ 

• 制御不能にならない程度にロボットの速度を上げてみる。
• もっと多くのキーをマッピングして、もっとうまく操作できるようにする (ダッシュ/ターボ キーを追加す

る)。
• サッカー ボールをもっとうまく扱えるように、ロボットの設計を変更する。
• モーターを増やして特殊な制御を与え、その機能をキー押下にマッピングする。

 
アクティビティのレビュー 

• 遠隔操作の基本機能を理解する
• さまざまな向きの移動に対するモーター値を決める
• 移動の向きをキーボードの特定のキー (矢印キー) にマッピングする。
• 複数の入力が選択されている (前進と右旋回など) ときにモーター値を組み合わせる。
• ロボットの速度を速くするとロボットの動作の正確さと一貫性がどうなるかを試す。
• ロボットを複製し、2 つ目のロボットに異なるキーをマッピングする。
• 友人と 1 対 1 のサッカーの試合をする
• 次のようなさまざまな機能拡張を検討する。ロボット設計への追加、ターボ ブーストの追加、遠隔操作ア

クションを備えた新しいモーターの追加。
 
外部リソース

• 観察ログ – 空白のログと、拡張アクティビティ用のログ
• ナビゲーション早見表
• しきい値算出ワークシート

https://cdn2.unrealengine.com/observation-log-ja-0c852a0a3b1e.pdf
https://cdn2.unrealengine.com/navigation-cheat-sheet-ja-ea9d8d00394c.pdf
https://cdn2.unrealengine.com/threshold-calculation-worksheet-ja-1a83fe47abdf.pdf


                         仮想ロボットのトレーニングを学 ぼう | レッスン 5：遠隔操作できるスクーター ロボット 11

評価
基準

概念 抜群 熟練 適格 未熟

ロボット設計
の概念

ロボット制御のキー マッピン
グとそれがどのように機能す
るかを他の人に説明できる。
プロジェクトで、レッスンでの
キー マッピングの使用および
ロボットでの最適な活用法を
示している。デモまたは生徒
のドキュメントで、コンポーネ
ントの定義が示されている。

ロボットでのキー マッピ
ングの活用法を示してい
る。ロボットのコンポー
ネントについて完全に理
解していることが、講師
に示されている。

ロボットをキー マッピ
ングに対応させること
はできるが、キー マッ
ピングについて意義の
ある知識を提供してい
ない。ハードウェア コ
ンポーネントについて
の基本的な知識を持
っていることが示され
ている。

ロボットのキー マッピ
ングその機能を理解し
ている根拠がない。ハ
ードウェア コンポーネ
ントについての知識を
持っていることが示さ
れていない。

ソフトウェアの 
概念

コマンドの複雑な組み合わせ
とプロジェクトの目標が示さ
れている。キー マッピングの
使用、キー マッピングの機能、
および結果としてのロボット
の望ましい行動に必要なコマ
ンド グループについて説明で
きる。複数のコマンドまたはコ
マンド グループがプレゼンテ
ーションまたはドキュメントで
示されている。

キー マッピングの使用、
キー マッピングの機能、
および結果としてのロボ
ットの望ましい行動に必
要なコマンド グループに
ついて理解している。複
数のコマンドまたはコマ
ンド グループについて生
徒のプレゼンテーション
で触れられている。

促されれば、キー マッ
ピングの使用、キー マ
ッピングの機能、およ
び結果としてのロボッ
トの望ましい行動に必
要なコマンド グループ
について基本的な知
識を持っているが、デ
モでは触れていない。

コマンドおよびその機
能について理解してい
る根拠がない。生徒の
プレゼンテーションで
コマンドについて触れ
ていない。

コーディングの 
概念

コードのエラーをデバッグで
きる。コードの複雑な組み合
わせと独自の使用方法が示
されている。ほとんどのセクシ
ョンのコードを説明できる。生
徒のプレゼンテーションまた
はドキュメントにコードが記
載されている。

デフォルト設定、イベン
ト、条件付きコマンドに
ついての知識が示され
ている。生徒は自身のプ
ロジェクトで各コマンド 
タイプのコードをそれぞ
れ 1 つ以上を参照して
いる。

促されれば、生徒はコ
ードについて基本的
な知識を持っている
が、生徒のプレゼンテ
ーションでは触れてい
ない。

コマンドのコードおよ
びその機能について
理解している根拠がな
い。生徒のプレゼンテ
ーションでコードにつ
いて触れていない。

実世界の概念 実世界でのロボット、コーディ
ング、移動の利用を生み出す
革新的なアイデアを持ってい
る。理解していることを示して
おり、そのことをドキュメント
に記載している。

実世界のアプリケーショ
ンでのコーディング、移
動、ロボットの利用につ
いて理解している。生徒
のプロジェクトのプレゼ
ンテーションに 1 つ以上
の例が記載されている。

実世界のアプリケーシ
ョンでのコーディング、
移動、ロボットの利用
について基本的な知
識を持っている。促さ
れれば言葉で説明で
きるかもしれないが、
プレゼンテーションで
は触れていない。

コーディング、移動、ロ
ボットの実世界のアプ
リケーションでの利用
について理解している
根拠がない。

課題アクティビ
ティ

遠隔操作できるサッカー ロボ
ットを正常に完了した。取り
組み、試行、成功したことをド
キュメントに記載している。ゲ
ームに勝つサッカー ロボット
に必要とされる革新的なパー
ツや機能を追加することを示
している。

カスタマイズした遠隔操
作でサッカー ロボットを
走行させることに成功し
た。サッカー ゲームでの
すべての動きを行うため
に必要なキー押下をコ
ーディングした。

ロボットを走行させる
ための遠隔操作の最
初の部分を示してい
る。必要なすべての動
きを使用してサッカー 
コースをやり終えるこ
とに成功していない。

遠隔操作できるサッカ
ー ロボットを作成しな
かった。キー押下をマ
ッピングできることを
示していない。
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スタンダードのマッピング 

共通コア スタンダード
共通コア スタンダードへのリンク
ターゲットまでの距離を調べ、動かすコードの設定を算出し、結果をテストするときに、数学力が強化される可
能性があります。
生徒向け CSTA スタンダード
https://csteachers.org/Page/standards
1B-AP-10 
シーケンス、イベント、ループ、および条件式が含まれているプログラムを作成する。
1B-AP-12 
既存のプログラムの一部を変更、再編成、または取り込んで独自のプログラムとし、新しいものを開発するか
またはより高度な機能を付加する。
1B-AP-15 
プログラムまたはアルゴリズムをデバッグおよびテスト (エラーを特定して修正) して、意図したとおりに実行
されるようにする。
2-AP-10
フローチャートと疑似コードの両方またはいずれかを使用して、アルゴリズムとしての複雑な問題に対処す
る。
2-AP-13 
問題および下位の問題を複数の部分に分解して、プログラムの設計、実装、レビューを容易にする。
2-AP-17 
一連のテスト ケースを使用して、プログラムを体系的にテストし、プログラムに磨きをかける。
3A-AP-13 
生徒の事前の知識と個人的な興味を活用することで、アルゴリズムを使用して計算問題を解くプロトタイプを
作成する。
3A-AP-16 
実務目的や個人的な表現のため、または社会問題に対処するために、指示を開始するイベントを使用して、コ
ンピュータ アーティファクトを設計および繰り返し開発する。
3A-AP-17 
プロシージャ、モジュール、オブジェクトなどを構築することで、体系的な分析を通じて複数の問題をより小さ
い構成要素に分解する。
3A-AP-22 
コラボレーション ツールを使用して、チームの役割で機能するコンピュータ アーティファクトを設計および開
発する。
生徒向け ISTE スタンダード
生徒向け ISTE スタンダードへのリンク
1.a、1.b、1.c、1.d 
生徒はテクノロジーを活用して、学習目標を選択して達成し、その学習目標で能力を示すことに積極的な役
割を担い、学習科学によって情報を得る。
2.b、2.d 
生徒は、オンラインでの社会的交流などのテクノロジーの利用時や、ネットワーク接続デバイスの使用時に、
積極的で安全で適法で倫理的な行動を取る。生徒は、自分の個人データを管理してデジタル プライバシーと

http://www.corestandards.org/
https://csteachers.org/Page/standards
https://www.iste.org/standards/for-students
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セキュリティを維持し、オンラインでのナビゲーションをトラックするために使用されるデータ収集テクノロジ
ーについて認識している。
3.a、3.d 
生徒はデジタル ツールを使用するさまざまなリソースをじっくりと選定して、知識を構築し、クリエイティブな
アーティファクトを生成し、自身および他の生徒にとって有意義な学習体験にする。
4.a、4.b、4.c、4.d 
生徒は設計プロセス内でさまざまなテクノロジーを利用して、新しい解決策、有用な解決策、または想像力に
富んだ解決策を生み出すことで、問題を特定および解決する。これには、革新的なアーティファクトの作成、真
の問題の解決、設計上の制約や想定内のリスクの検討、循環的設計プロセスの一部としてのプロトタイプの
使用、終わりのない問題に取り組む能力の開発、などがある。
5.a、5.b、5.c、5.d 
生徒は技術的方法の力を利用するやり方で問題を把握して解決するための戦略を策定および採用して、解決
策を開発およびテストする。
6.b、6.c、6.d 
生徒は目標に適したプラットフォーム、ツール、スタイル、形式、デジタル メディアを使用して、さまざまな目的
に向けて、自分の考えを明確に伝え、クリエイティブに表現する。
7.b、7.c  
生徒はデジタル ツールを使用して視野を広げ、他の生徒と共同作業を行い地域内および世界的にチームで
効果的に作業することで、自身の学習を豊かなものにする。
NCSS スタンダード
NCSS スタンダードへのリンク
NGSS スタンダード
NGSS スタンダードへのリンク 

学際および 21st Century Connections 

本レッスンはコーディングおよびコンピュータ サイエンスに関連する分野をカバーしています。
21st Century Connections：批判的思考、創造性、コラボレーション、コミュニケーション、テクノロジー リテラ
シー、柔軟性、リーダーシップ、向上力、問題解決、数学的計算、予測推論 

合理的配慮および合理的変更 

生徒のニーズ、IEP、504 などに基づいて適切に合理的配慮および合理的変更を提供します。 

• 生徒は 2 人 1 組のプログラミング アプローチでまとめられたチームで作業できる
• 生徒が分解および変更するためのサンプル コードを提供できる
• ナビゲーション用の適応型マウスとトラックボールの両方またはいずれかを提供する
• プログラム全体を表示しやすいように大画面モニターを提供する
• ソフトウェアの該当パネルに目を向け直し、命名法を強化するために円滑な支援を提供する
• キー マッピング扱う場合は、よく使用されるキーの横にテキスト ラベルを付加する

https://www.socialstudies.org/standards/national-curriculum-standards-social-studies-introduction
https://www.nextgenscience.org/
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