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スタプレ会員様限定！記事の全文が読めるオンライン版はこちら

● プログラミングで社交性習得！受講生インタビュー
● 最先端の学びへ！GIGAスクール構想って何？
● コロナ禍の備えは大丈夫？
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パソコン市民講座& STAR Programming SCHOOL

詳しくは中を詳しくは中を



各コースのご案内

―自己紹介をお願いします。

三浦達也です。高校３年生です。SPS
には中学１年生の頃から通い始めまし
た。Scratchコースから始まり、ロボッ
トを学び、今は JavaScript や HTML、
CSS といったプログラミング言語を勉
強しています。

―プログラミングを始めたきっかけは。

単純にゲームが好きで、ゲームをいじ
れる根本が知りたいと思ったからです。
スクラッチではゲームを簡単に作れて、
思ったよりプログラミングは簡単だと
思いました。でも、今コードを書いてい
て絶望しています（笑）

―確かにコードでゲームを作るのは難
しいよね（笑）スクラッチとの共通点は。

考え方ですね。スクラッチでも、ゲー
ムを作るためには何が必要でどういう
工程があってそのプログラムに行き着
くのかを考えることは一緒です。「この
言葉があるから、こう動く」を、とて
も考えやすくなっていると感じます。

―コードはじめ、プログラミングのど
こに面白さを感じますか。

どのコースもですが、自分の書いたプ
ログラムが動くっていうのはすごく面
白いですよね。自分が理解できている
のを実感できる。多分、ものづくりが
すごく好きで、自分で考えたことを自
分の手で作れることに達成感を感じて
います。今は、プログラムが高度になっ
てきて、理解が精一杯になっていると
ころがあるので、もっと勉強して、早

く自分の手で応用したものを作りたい
と思っています。

―一番思い出に残っていることは。

SPSアワードでロボットプログラミング
を発表した時です。その１年前にスク
ラッチの作品を発表したのですが、チー
ムが団結して作品をつくることができ
なかったのが悔しくて。ロボットに入っ
て、メンバーが一致団結して意見を出
し合い、努力して、発表して、笑って
もらって、さらに賞をもらえたのが非
常に思い出に残っています。あのチー
ムでやれたっていうことが、僕の中で
かけがえのない思い出です。

―どんなチームでしたか。

とても仲の良いチームです。
年齢は僕が一番上でしたが、プログラ
ミングは一度も自分の方が上だなって
思ったことないです。一応リーダーで
したが、みんながいてこその作品でし
た。

記念すべきスタプレ通信第一号のトップを飾るのは、
妙典教室のWEBプログラミングコースに通う、三浦達也（みうら たつや）くん。
STAR Programming SCHOOL（以下、SPS）に通い始めて
６年目となる彼が、教室で学んだことを聞きました。

―大学受験でも役立ちましたか。

僕は総合型選抜（旧 AO入試）を受験し
ました。試験内容は SPIとディベート
だったのですが、チームでプロジェク
トを進めていく中でのリーダーとして
の経験がとても役に立ちました。情報
を整理して、必要な情報を抜き出す力
だったり、人の意見を聞き入れた上で、
自分の意見を言う力であったり、試験
の中で表現できたかなと思っています。

―将来の夢は。

ものづくりが好きという気持ちは変わ
らないので、将来は商品開発の道にい
きたいと考えています。プログラミン
グではないかもしれませんが、生活が
楽になる商品を開発したいと考えてい
ます。そのために、プログラミングを
続けながら、大学で経営学を学びたい
と考えています。

―プログラミングを学ぶ後輩たちに一
言お願いします。

自分の作品に愛情を注いで、良いもの
にするために考えることが大切だと思
います。まずは、人と仲良くして、意
見を交換しあい、自分の見識を広げて
ください。自分の成長が作品の成長に
つながります。是非、仲間とプログラ
ミングを楽しんでください。

プログラミングで社交性習得！受講生
インタビュー

▶フルバージョンはオンライン版にて！

Scratchプログラミングコースを学んだあとも、いろんなコースがあります。
もっとプログラムを楽しむ、IＴスキルをもっと強化する。いろんな選択肢がありますよ♪

Scratchエクストラコース
企画・作成・発表までグループで取り組みます
(1作品で10回 )。アイディア出し、作業分担、
作成、スライド制作など、プレゼンまでの一大
プロジェクトに挑戦します！

ロボットプログラミングコース
「レゴブロック®」を組み立てて、動くしくみ「機
構」や「センサー」などを学びつつ、様々な実験
に取り組みます。これまでの学んだ知識を活か
しながら、物理的な動きを学べます。

Webプログラミングコース
Webサイトの言語「HTML」「CSS」、そして
プログラミング言語である「JavaScript」を、
もぐらたたきや、パズル、ロールプレイング
ゲームなどをつくりながら学びます♪

ITスキル講座
デジタル化が進む学習環境。Wordや Excelな
ど授業レポートなど資料作成やオンライン授業
参加に必要となるスキルを身に着けて、準備を
進めておきましょう！

※一部の教室を除く

―自己紹介をお願いします。

三浦達也です。高校３年生です。SPS
には中学１年生の頃から通い始めまし
た。Scratchコースから始まり、ロボッ
トを学び、今は JavaScript や HTML、
CSS といったプログラミング言語を勉
強しています。

―プログラミングを始めたきっかけは。

単純にゲームが好きで、ゲームをいじ
れる根本が知りたいと思ったからです。
スクラッチではゲームを簡単に作れて、
思ったよりプログラミングは簡単だと
思いました。でも、今コードを書いてい
て絶望しています（笑）

―確かにコードでゲームを作るのは難
しいよね（笑）スクラッチとの共通点は。

考え方ですね。スクラッチでも、ゲー
ムを作るためには何が必要でどういう
工程があってそのプログラムに行き着
くのかを考えることは一緒です。「この
言葉があるから、こう動く」を、とて
も考えやすくなっていると感じます。

―コードはじめ、プログラミングのど
こに面白さを感じますか。

どのコースもですが、自分の書いたプ
ログラムが動くっていうのはすごく面
白いですよね。自分が理解できている
のを実感できる。多分、ものづくりが
すごく好きで、自分で考えたことを自
分の手で作れることに達成感を感じて
います。今は、プログラムが高度になっ
てきて、理解が精一杯になっていると
ころがあるので、もっと勉強して、早

く自分の手で応用したものを作りたい
と思っています。

―一番思い出に残っていることは。

SPSアワードでロボットプログラミング
を発表した時です。その１年前にスク
ラッチの作品を発表したのですが、チー
ムが団結して作品をつくることができ
なかったのが悔しくて。ロボットに入っ
て、メンバーが一致団結して意見を出
し合い、努力して、発表して、笑って
もらって、さらに賞をもらえたのが非
常に思い出に残っています。あのチー
ムでやれたっていうことが、僕の中で
かけがえのない思い出です。

―どんなチームでしたか。

とても仲の良いチームです。
年齢は僕が一番上でしたが、プログラ
ミングは一度も自分の方が上だなって
思ったことないです。一応リーダーで
したが、みんながいてこその作品でし
た。

―大学受験でも役立ちましたか。

僕は総合型選抜（旧 AO入試）を受験し
ました。試験内容は SPIとディベート
だったのですが、チームでプロジェク
トを進めていく中でのリーダーとして
の経験がとても役に立ちました。情報
を整理して、必要な情報を抜き出す力
だったり、人の意見を聞き入れた上で、
自分の意見を言う力であったり、試験
の中で表現できたかなと思っています。

―将来の夢は。

ものづくりが好きという気持ちは変わ
らないので、将来は商品開発の道にい
きたいと考えています。プログラミン
グではないかもしれませんが、生活が
楽になる商品を開発したいと考えてい
ます。そのために、プログラミングを
続けながら、大学で経営学を学びたい
と考えています。

―プログラミングを学ぶ後輩たちに一
言お願いします。

自分の作品に愛情を注いで、良いもの
にするために考えることが大切だと思
います。まずは、人と仲良くして、意
見を交換しあい、自分の見識を広げて
ください。自分の成長が作品の成長に
つながります。是非、仲間とプログラ
ミングを楽しんでください。



学習のICT化が進むことで、操作の上達度が学習効率に直結することになります。
タイピング、Word/Excel/PowerPoint、先に学んでおきませんか？
パソコン市民講座・STAR Programming SCHOOLでは子どもたち全員が
ICTを自在に使いこなせるように指導を行っています。詳しくは教室の先生まで！

詳しくは文部科学省
ホームページにて！

ICT
NEWS
ICT
NEWS

コロナ禍の
備えは大丈夫？

→オンライン版「スタプレ通信」で基礎用語クイズに挑戦しよう！

今後も増えていくオンライン授業。学校からパソコンを
受け取ったお子様も多いのではないでしょうか。
ご自宅で学習できますか？一度ご確認ください♪

　□ インターネット環境（Wi-f iが整備されている）
　□ パソコンがある
　□ カメラ・マイク（ヘッドセット）がある
　□ パソコンにビデオ通話アプリ（Zoom等）がインストールされている

今後も増えていくオンライン授業。学校からパソコンを
受け取ったお子様も多いのではないでしょうか。
ご自宅で学習できますか？一度ご確認ください♪

　□ インターネット環境（Wi-f iが整備されている）
　□ パソコンがある
　□ カメラ・マイク（ヘッドセット）がある
　□ パソコンにビデオ通話アプリ（Zoom等）がインストールされている

～オンライン授業のポイント～
「ここ」や「そこ」などの指示語が通じないことが大変です。
教室だと「右上のここを押して」という説明で終わるところが、
「今のScratchの画面を最小化します、右上にボタンがあるね。
その右から３つめを押してね」と説明を聞き取る必要があります。
パソコンの基礎用語を覚えて学習効率を上げることが大切です。

こんな効果が期待されています！（※一例）

「GIGAスクール構想」とは、１人１台のパソコン／タブレットを
小中高に整備して、ICT教育を実現しようとする動きのことです。
文部科学省は2020年度末の整備完了を目標としています。

▶フルバージョンはオンライン版にて！

「GIGAスクール構想」「GIGAスクール構想」って何？

学習のICT化が進むことで、操作の上達度が学習効率に直結することになります。
タイピング、Word/Excel/PowerPoint、先に学んでおきませんか？
パソコン市民講座・STAR Programming SCHOOLでは子どもたち全員が
ICTを自在に使いこなせるように指導を行っています。詳しくは教室の先生まで！

新時代の学び

私たちの教室でも、通学する子ども全員がパソコンやタブレットを自由に
操作できるよう指導を行っています。その中で感染者を増やさないよう、
衛生面は特に気をつけていますので、安心して通ってくださいね。

受講生アンケート

約70％はご自宅で
受講できる準備が進んでいます！

7％

12％

81％
■ 持っていて使える
■ 持っていない
■ 持っているが使えない（仕事用等の理由で）

パソコン

10％

59％
31％

■ 持っていて使える
■ 持っていない
■ 持っているが使えない（保護者用等の理由で）

タブレット

72％

26％

2％

■ 付いていて使える
■ 付いていない
■ 付いていないがWEBカメラを持っている

WEBカメラ

ご自宅の環境ご自宅の環境

講師の声講師の声

子ども一人ひとりの
反応を把握できる

それぞれの反応を
踏まえた双方向の授

業に！

修正しながらの作文や映像などの制作も

タイピングなら原稿用紙と比べて修正が簡単！

大学・海外・専門家
との連携が取れる

本場の英語学習や
海外の学校との連携も！

同時に別々の内容を学習できる

より個性を伸ばす授業を実現！



COLUMN

■編集後記■

保護者もプログラミングにチャレンジ!!
昨年11月に、埼玉県所沢市の椿峰小学校で保護者のた
めのプログラミング体験会を開催し、23 名の保護者の
方が参加されました。

まずは、小学校でのプログラミング教育の意義につい
ての講義を行いました。そして、Scratchを使用して
ゲーム作りに挑戦。「基本操作」から始まり、「企画書
作成」「オリジナル作成」「発表」と盛りだくさんの授
業です。

はじめは周りの様子を気にしながら、恐る恐る操作さ
れていた方も、オリジナル作成の頃になると「先生、
こんな風に作りたいけれど上手くいかない！」「どんな
作品になった？」と講師や保護者同士で会話が飛び交
い、すっかり楽しんでいらっしゃいました。

発表の際は「他の方がどのような作品を作ったのだろ
う？」と子ども達と同じように目を輝かされていました。

保護者は、実際に体験したことで、プログラミングは
ただ操作をするだけではなく、「自分で考えながら作成
すること」「目標を決めてチャレンジすること」などが
理解出来たと話されていました。

所沢市は2月から、全生徒にクロームブックを配布し、
IT 教育を推進しています。当日は市役所の方も視察に
来ていて、市全体で熱心に取り組んでいる姿勢を感じ
ました。

あわせて受講して学習効率UP！お子様の成長を目に見えるかたちに

検定対策講座 受付中！

プログラミングは成長が分かり辛い科目です。三浦君の記事で、STAR Programming SCHOOL ならではの学びが伝
われば嬉しいですし、こう感じてくれる受講生を一人でも増やせるよう、先生として努力していきたいと感じます。（道下）

教室で受験可能! ジュニア・プログラミング検定準拠
教材で学習します。私立中学校など、プログラミング
検定の合格者への入試優遇措置を行う学校も増加中！
詳しくは教室にお問い合わせください♪

あなたのチカラは、トレーニングでまだまだ伸びる！

パソコン市民講座の教室で
トレーニングできるのを、ご存知ですか？※一部の教室を除く

● 集中力 ● 読解力 ● 国語力

３月３月
タイピングコンテスト
４月４月 ５月５月 ６月６月

発表会
Scratch集合春期第10回

CALENDAR

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

集中受講のチャンス！

おすすめ講座おすすめ講座（各６回 ～）

・わくわくデジタルペイント
・わくわくプレゼンテーション
・わくわくユーチューバー体験

春休み
GW

短期
集中

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

発表会
Scratch集合秋期第20回


