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Ⅰ 研究の概要

１ 研究の背景

平成29年３月に告示された小学校学習指導要領において，情報活用能力は，言語能力及

び問題発見・解決能力とともに学習の基盤となる資質・能力として示されており，この情

報活用能力の育成を図るため，新たに小学校でのプログラミング教育が導入されることと

，算数科，理科，総合的な学習の時間において，児童がプログラミンなりました。そして

グを体験しながら，論理的思考力を身に付けるための学習活動を取り上げる内容やその取

扱いについて例示されました。

平成29年７月に示された小学校学習指導要領解説総則編では，プログラミング教育で育

「 」 ， ，成する資質・能力の一つである プログラミング的思考 を育むため 小学校においては

「児童がプログラミングを体験しながら，コンピュータに意図した処理を行わせるために

必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動」を計画的に実施することとしています

（図１ 。 プログラミング教育の実施に当たり，学校では「特別な知識や技術が） しかし，

必要なのではないか 「プログラミング言語を勉強しなければならないのか」等，不安の」，

声が聞かれます。

平成30年３月に文部科学省から小学校プログラミング教育の手引（以下，手引）の第一

版が，同年11月には手引の第二版が示されました。手引には，プログラミング教育で育む

資質・能力の思考力・判断力・表現力等として，発達の段階に即して 「プログラミング，

的思考」を育成することが示され（図１ ，各教科等の目標・内容を踏まえた学習活動の）

例が示されています。今後

は，教科・学年・単元等の

多様なケースを想定した学

習活動例や教材の準備を更

に進めていく必要があると

考えます。

以上のことから，プログ

ラミング教育の学習活動例

を提示し，学習活動をどの

ように構想すればよいかに

，ついて提案していくことは

令和２年度の小学校学習指

導要領全面実施に向けて，

本県が直面する喫緊の教育

課題の解決につながると考

え，本主題を設定しました。

図１ 小学校プログラミング教育について
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２ 研究のねらい

平成30年度に秋田県総合教

育センター(以下，当センタ

で行われた教職経験者研ー）

修において 「小学校段階に，

おけるプログラミング教育」

についてのアンケート調査を

プログラミ実施したところ，

ング教育の実施に当たり プ，「

ログラミング的思考」を育成

するために，どの教科で，ど

のような授業を展開すればよ

いのか分からないといった不

安を感じていることが，浮き

彫りになりました。

小学校の先生方が具体的

な授業をイメージできるよう， に例示のある算数科，理科，総合的な学習の時間を中手引

心に「学習活動例」を提示し，児童が「プログラミング的思考」を働かせることができる

学習活動をどのように構想すればよいかを提案することをねらいとしました（図２ 。）

３ 研究の内容

(1) １年次（平成30年度）の取組

①「プログラミング的思考」の分析

先行研究等を参考に プログラミング的思考 を 抽象化 分解 組合せ 分「 」 ，【 】，【 】，【 】，【

析・評価 【一般化】の五つの要素に整理しました。】，

②小学校におけるプログラミング教育の取組状況の把握

当センターの教職経験者研修受講者に 「小学校段階におけるプログラミング教育」，

についてアンケート調査を実施し，取組状況や課題を把握しました（図３ 。）

図２ 研究のねらい

図３ アンケート調査の結果（当センター平成30年度研究紀要より抜粋）

勤務校ではプログラミング教育を行っているか。
プログラミング教育を

。行う上での課題は何か

-42-

秋田県総合教育センター　令和元年度　研究紀要



③学習活動例の作成

「プログラミング的思考」の五つの要素とのつながりが明確になるようＡ分類「学習

」 ， 「 ，指導要領に例示されているもの と Ｂ分類 学習指導要領には例示されてはいないが

各教科等の内容を指導する中で実施するもの」に当たる学習活動例を，算数科，理科，

総合的な学習の時間において作成しました（図４ 。）

(2) ２年次（令和元年度）の取組

①学習活動例の改善

１年次に作成した算数科と理科の学習活動例を精査し，改善しました。

②研究協力校での授業実践

近隣の小学校に研究協力校として授業実践を依頼しました。当該校の児童の実態，さ

らに当該校の実情を考慮し，児童のコンピュータ操作等について学校と十分協議検討し

た上で，学習活動例の修正と授業の補助資料の作成を行い，検証授業を実施しました。

③研究の集約

授業実践後は，児童の授業での様子，学習シートの振り返りの記載内容，授業前後に

実施したアンケートの結果から，児童の「プログラミング的思考」の五つの要素につい

て意識の変容を把握しました。また，授業者・参観者からは聞き取り等を行って授業に

分析，まとめを行いました。対する意見を集めました。これらのことから検証授業の

図４ １年次に作成した算数科の学習活動例（一部）
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Ⅱ 研究の実際

１ ｢プログラミング的思考｣ の分析

小学校学習指導要領解説総則編では 「プログラミング的思考」を「自分が意図する一，

連の活動を実現するために，どのような動きの組合せが必要であり，一つ一つの動きに対

応した記号を，どのように組み合わせたらいいのか，記号の組合せをどのように改善して

いけば，より意図した活動に近づくのかといったことを論理的に考えていく力」としてい

ます。文部科学省によると 「プログラミング的思考」とは 「コンピュテーショナル・シ， ，

ンキング」の考え方を踏まえつつ，プログラミングと論理的思考との関係を整理しながら

提言された定義であるとされています。

学習活動を構想するに当たり 先行研究等を参考にし プログラミング的思考 を 抽， ，「 」 ，【

】，【 】，【 】，【 】，【 】 （ ）。象化 分解 組合せ 分析・評価 一般化 の五つの要素に整理しました 図５

２ 学習活動例の作成

「プログラミング的思考」のそれぞれの要素を児童が体験することが 「プログラミン，

グ的思考」を働かせることにつながると考え 「プログラミング的思考」の五つの要素を，

学習活動の中に組み入れた学習活動例を作成しました。

， （ ）。手引では プログラミングに関する学習活動をＡ～Ｆの六つに分類しています 図６

本研究では，Ａ分類「学習指導要領に例示されているもの ，Ｂ分類「学習指導要領には」

図５ 「プログラミング的思考」の五つの要素
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， 」 ， ，例示されてはいないが 各教科等の内容を指導する中で実施するもの を中心に 算数科

理科，総合的な学習の時間における学習活動例を作成しました。

３ 学習活動例の実践と分析

１年次に作成した学習活動例のうち，Ａ分類として算数科，Ｂ分類として理科の２例に

ついて，研究協力校において授業実践を行いました。

(1) 第５学年算数科 単元名「正多角形と円 （プログラミングソフトを用いたプログラ」

ミング学習 ：＜資料１＞（p55）参照）

①本時のねらいと「プログラミング的思考 （図７）」

教科としての本時のねらいを 「プログラミングを通して，図形を構成する要素に着，

目することで，正多角形のかき方について発展的に考えることができる」と設定しまし

。 ， 「 」 。 ，た この実践では プログラミングソフト Scratch を使用しました 作図の手順が

ブロックの組合せとなって目に見えることで，正多角形のかき方の共通性に気付きやす

くなり，正多角形の特徴の理解が促されると考えました。ねらいの達成に向けて，どの

ような学習活動を行えばよいかを考え 「本時の学習活動におけるプログラミング的思，

考の要素」を設定しました。

図６ 小学校段階のプログラミングに関する学習活動の分類
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②学習活動と「プログラミング的思考」

導入では「正方形のかき方を考える」活動に取り組みました（図８ 。）

図７ 本時のねらいと「プログラミング的思考」【算数科】

図８ 学習活動と「プログラミング的思考」（導入）【算数科】
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児童は，正方形をかくためには 「辺の長さが全て等しく 「角の大きさが全て90°で， 」

等しい」という性質に注目すればよいと考え，これを「３㎝進む 「90°回す」など，」

一つ一つの動きに分け 「３㎝進む 「90°回す」の命令を順番に４回並べたり 「４回， 」 ，

」 ，【 】，【 】，【 】 ，繰り返す の命令を使ったりと 抽象化 分解 組合せ の要素を体験しながら

作図のプログラムを考えていきました。

その際，教師が「Scratch」の操作方法を演示したり，児童の考えを全体に紹介した

りする手立てによって，児童はプログラムの作り方をイメージすることができました。

展開では「正三角形のかき方を考える」活動に取り組みました（図９ 。）

児童は，正方形のかき方を参考にしながら，正三角形

の場合は 「３回繰り返す」の命令を使えばよいと見通，

し 「３㎝進む 「60°回す 「３回繰り返す」の【組合， 」 」

せ】を考えました。しかし，実行すると誤りに気付きま

す。そこで，正三角形がかけないのはなぜか，数値や組

合せをどのように改善すればよいか，プログラムの【分

析・評価】に取り組むことになります。

ここで，スプライト（注：プロジェクト内で何らかの

アクションを行うオブジェクトのこと。Scratch catを

使用したので，以下，ネコとする）が回る角度について 図10 角度を考える活動（イメージ）

図９ 学習活動と「プログラミング的思考」（展開）【算数科】
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考えることができるよう教師がカードを準備し，机の上で操作する活動（図10）を取り

入れた手立てが効果的でした。教師の「ネコはどのように回っているのでしょうか？」

という発問を受け，児童は，カードを学習シート上で動かして考えます。この活動を通

して，ネコの回る角の大きさについて見通しが立ち，児童は，最初に考えたプログラム

， 。 「 」を修正し 次のようなプログラムを考えました プログラムを実行させると ３㎝進む

の命令でネコが動きます。そして「120°回す」の命令で回転します 「３回繰り返す」。

， ， （ ）。の命令で この二つの動きを３回繰り返し 正三角形をかくことができました 図11

「正三角形のかき方を基に，正六角形をかく」活動に取り組み，終末では「振さらに

り返り」を行いました（図12 。）

図11 正三角形のかき方を考える活動（児童の思考とプログラム）

図12 学習活動と「プログラミング的思考」（展開・終末）【算数科】
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正六角形の場合は 「回す」の命令の数値を60°に 「繰り返す」の命令の数値を６回， ，

にすればよいはずだと見通すなど，プログラムの【分析・評価】や【組合せ】を考える

姿が見られました。この活動を通して，正三角形のプログラムの命令の数値を変えるだ

けで，他の正多角形もかけることに気付き，次々とプログラムを作成する児童もいまし

た 【一般化】することができた児童の姿と言えます。。

他の児童のプログラムを紹介した手立てが，プログラムを修正する【分析・評価】に

つながりました。また，教師が【一般化】の要素に気付いた児童の考えを取り上げ，全

体で共有したことも効果的でした。

③授業後の聞き取り調査等より

， ，授業を終え 児童に

本時の学習を通して

「プログラミング的思

考」の五つの要素につ

ながる活動ができたか

アンケートをとったと

ころ，肯定的な回答を

した児童が，全ての要

素において80％を超え

ました（図13 。）

児童の学習シートに

は 「正三角形のかき，

『 』方で見付けた きまり

を使うと，他の正多角形もかけることが分かった」など本時のねらいの達成につながる

感想がありました。他にも「いろいろと試して考えることができた 「手で作図するよ」，

り速くて正確だ」などの感想があり，プログラミングのよさを実感している様子が分か

りました。

また，授業者や参観者からは 「プログラムとして形に表すことで，正多角形のかき，

方の共通性に気付き，改めて正多角形の特徴を理解することができていた」など本時の

，「 ， ， 」ねらいが達成されたこと 思考し 修正し 達成するプロセスが児童の意欲を高めた

などプログラミングの活動を取り入れた効果や，コンピュータから離れ，カードを使っ

て【分析・評価】させた教師の手立てのよさが挙げられました。授業実践を通して，ね

らいに迫るための場面を設定するなど「プログラミング的思考」を働かせ，本時のねら

いを達成させるための工夫が必要であること，コンピュータ操作に関して技能面での個

人差への配慮が必要なことなど，考慮すべき点も見えてきました。

(2) 第６学年理科 単元名「物の燃え方と空気 （プレゼンテーションソフトを用いたプ」

ログラミング学習 ：＜資料２＞（p56）参照）

①本時のねらいと「プログラミング的思考 （図14）」

教科としての本時のねらいを「物が燃えたとき，炎の近くで空気中の酸素の一部が使

図13 児童へのアンケート【算数科】
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われて，二酸化炭素ができる過程を推論し，自分の考えを表現している」と設定しまし

た。この実践では，プレゼンテーションソフト「PowerPoint」を使用しました。物が燃

える過程を，粒子モデルのアニメーションで表現することで，質的・実体的な見方・考

え方を，より働かせることができると考えました。ねらいの達成に向けて，どのような

，「 」学習活動を行えばよいか考え 本時の学習活動におけるプログラミング的思考の要素

を設定しました。

②学習活動と「プログラミング的思考」

導入では「前時までに導いた結論を確認する」活動に取り組みました（図15 。）

図14 本時のねらいと「プログラミング的思考」【理科】

図15 学習活動と「プログラミング的思考」（導入）【理科】
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ここでは 「物が燃えると，空気中の酸素の一部が使われて二酸化炭素ができる」と，

いう実験の結果から，児童は「粒子の移動 「粒子の変化」という考え方に気付きまし」

た。

教師が，物が燃える前と後の空気の様子を表したモデル図を提示したり，実験結果を

振り返るよう言葉かけをしたりした手立てが 【抽象化】につながりました。，

展開では「実験結果を基に空気中の様子をアニメーションで表現する」活動に取り組

みました（図16 。）

空気中の様子を表現するため 「酸素が消，

える をアニメーション効果の 終了 二」 「 」，「

酸化炭素ができる」を「開始 「酸素が移」，

」 「 」 【 】 ，動する を 軌跡 の動きに 分解 して

酸素が移動してから消える その後に 二「 」， 「

酸化炭素ができる」動きになるよう，アニ

メーション効果の順番を並べるなど 【組合，

せ】を考える姿，さらに 「酸素はどこで消，

図16 学習活動と「プログラミング的思考」（展開）【理科】

図17 アニメｰションを考える児童の思考
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えるのか 「二酸化炭素はどこでできるのか」を考え，表現したい動きになるよう【分」，

析・評価】して組合せを修正する姿が見られました（図17 。）

教師の「どこで使われ，どこでできるのか」という言葉かけによって，児童は粒子の

移動，粒子の変化について深く考えるようになり，この手立てが 【分解 【組合せ ，， 】， 】

【分析・評価】の要素につながりました。

終末では「規則性を見いだす」活動に取り組みました（図18 。）

他の児童のアニメーションと見比べ，酸素がどこで消え，二酸化炭素がどこでできる

のかを考えながら，自分のアニメーションを【分析・評価】する児童の姿が見られまし

た。また 「物が燃えるときは，酸素の一部が炎の近くに移動し，そこで二酸化炭素に，

変化する」ことに気付き 【一般化】する児童も見られました。，

手立てとして，児童がアニメーションをお互いに見合う時間を設定したこと，数名の

アニメーションを意図的に取り上げ，全体に紹介したことが，規則性を見いだす上で，

効果的でした。

③授業後の聞き取り調査等より

授業を終え，児童に本時の学習を通して「プログラミング的思考」の五つの要素につ

ながる活動ができたかアンケートをとったところ，肯定的な回答をした児童が，全ての

要素において90％を超えました（図19 。）

図18 学習活動と「プログラミング的思考」（終末）【理科】
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児童の学習シート

から「実験では見え

なかった動きを考え

ることができた」な

ど，本時のねらいが

達成できたことや，

「動きがある分考え

やすい」などプログ

ラミングを取り入れ

た活動のよさを実感

できたことが分かり

ました。

また，授業者や参

観者からは 「多数の，

児童が，燃焼によっ

て酸素が二酸化炭素

に変化することを，粒子の移動，粒子の変化として捉えることができた」など，本時の

ねらいが達成されたことが挙げられていました。他にも 「作成したアニメーションを，

見直し，改善する姿が見られた 「プログラミング教育の導入期では，アニメーション」，

効果を活用することが有効である」など，プログラミングの活動を取り入れることの効

果についても挙げられました。実践を通して，算数科の実践と同様に「プログラミング

的思考」の要素に気付かせる教師の問いかけが必要であること，コンピュータ操作に関

して技能面での個人差への配慮が必要であることなど，プログラミングの活動を取り入

れる際に考慮すべき点が確かめられました。

図19 児童へのアンケート【理科】
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Ⅲ 研究のまとめ

「児童が 『プログラミング的思考』を働かせることができる学習活動を，どのように，

構想すればよいか？」について，学習活動例を作成し，それを基に行った授業実践を通し

て明らかになったことは以下のとおりです（図20 。）

まず，教科等としての本時のねらいを明確にします。その上で，本時のねらいの達成に

向けて，プログラミングを学習活動の中に取り入れることがどのように効果的に働くかを

考えます。その際，ねらいに対してプログラミングを取り入れる必要性や効果を授業者が

しっかりと意識することが大切です。

次に 「プログラミング的思考」の五つの要素を学習活動の中に組み入れます。それぞ，

れの要素が本時においてはどのような学習活動になるのかを検討し，授業の展開を考えて

いきます。その中で，児童が「プログラミング的思考」を働かせることができるよう，教

師の具体的な手立てを考えます 「プログラミング的思考」の五つの要素に取り組む児童。

の姿を予想し，必要な手立てを考えておくことが 「プログラミング的思考」を働かせる，

ことにつながります。

以上のように構想した学習活動を実践する中で 「プログラミング的思考」を働かせる，

児童の姿が確かめられました。本研究の提案が 「どの教科で，どのような授業展開にす，

ればよいのか，具体的な授業のイメージがもてない」と感じていた小学校の先生方にとっ

て，プログラミング教育に取り組まれる際の一助となれば幸いです。

図20 研究のまとめ
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＜資料１＞ 学習活動例①
学習指導要領に例示されている単元等で実施するもの（Ａ分類）

第５学年 算数科

単元名 正多角形と円 本時４／11

本時のねらい（算数科） 本時で育むプログラミング教育の資質・能力

プログラミングを通して，図形を構成する要 【知識及び技能】
素に着目することで，正多角形のかき方につい 問題解決のためにコンピュータに命令を出

， 。て発展的に考えることができる。 すには 必要な手順があることに気付くこと
【思考力，判断力，表現力等】
どのような動きを組み合わせたら，意図し

た動きになるかを論理的に考えること。

本時の学習活動におけるプログラミング的思考の要素

【抽象化】 正多角形をかくために「辺の長さや角の大きさが全て等しい」という性質を取
り出す。

【分解】 「辺の長さ」を「進む 「角の大きさ」を「回す」の動きに分ける。」，
【組合せ】 「進む」や「回す」の命令を使って 「順次」や「繰り返し」などの組合せを，

考える。
【分析・評価】命令の数値や組合せを分析・改善し，意図する動きに近付ける。
【一般化】 プログラムの数値を変えるだけで，どんな正多角形もかくことができることに

気付く。

準備物 ・プログラミングソフト「Scratch」 ・ネコのカード

活動内容と児童の主な反応 手立て

導入 ・本時に必要な知識を想起できるように，正
コンピュータで，正多角形をかこう。 方形，正三角形，正六角形の特徴を確認す

る。
１ 正方形のかき方を考える。 ・命令の作り方が理解できるように，教師が
・ 上を向く」や「左を向く」を使ってで Scratchの操作方法を演示しながら，児童「
きた。 が体験できるようにする。
・ 90°回す」を使ってできた。 ・予め児童が使いやすい命令を用意して選択「
・ ４回繰り返す」を使うと命令が短くな 肢を絞ることで，正方形をかくためのプロ「
る。 グラムを作りやすくする。

・ 回す」や「繰り返す」などの命令を使っ「
ている児童を紹介し，命令を短くする工夫
を理解できるようにする。

展開 ２ 正三角形のかき方を考える。 ・ 60°を入力する」という見通しではうま「
・60°を入力すると正六角形のような形が くいかないことを教師用コンピュータで全
できた。 員が見えるように確認し，解決すべき課題

・ネコはどのように動いているのかな。 を共有する。
・回っている角度は60°ではないぞ。
・180°－60°＝120°の回転だ。 ネコはどのように回っているのでしょう

か？

・カードを実際に操作することで，ネコの動
きを実感できるようにする。

・120°の動きが理解できているか，ペアで
演示し確認する場を設ける。

３ 正三角形の場合を基にコンピュータで ・自力解決に困難を感じている児童には，正
正六角形のかき方を考える。 六角形の特徴と180°－60°の式が使えない

・正三角形のとき，60°の入力で六角形が か考えてみるよう促す。
できた。

・ネコの動きは180°－120°＝60°だか ・角度にはどんなきまりがあるかな？
ら，60°を入力するとできたぞ。 ・正五角形もかいてみよう

・180°－□°の式でできる。

終末 ４ 本時の学習を振り返る。 ・プログラミング的思考のよさに気付くこと
ができるように 「一般化」について書い，

・プログラムの数値を変えるだけで， ている振り返りを紹介する。
どんな正多角形もかくことができ
る。
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＜資料２＞ 学習活動例②
学習指導要領に例示されてはいないが，学習指導要領に示される各教科等の
内容を指導する中で実施するもの（Ｂ分類）

第６学年 理科

単元名 物の燃え方と空気 本時８／８

本時のねらい（理科） 本時で育むプログラミング教育の資質・能力

物が燃えたとき，炎の近くで空気中の酸素の 【思考力，判断力，表現力等】
一部が使われて二酸化炭素ができる過程を推論 自分の考えをアニメーションで表現するた
し，自分の考えを表現している。 めに，どのような動きを，どのように組み合

わせ，どのように改善すればよいのか，論理※物が燃える過程を，粒子モデルのアニメーションで表現

的に考えること。することで，質的・実体的な見方・考え方を，より働か

せることができる。

本時の学習活動におけるプログラミング的思考の要素

【抽象化】 物が燃える過程を表現するために「粒子の移動」と「粒子の変化」という側面
を取り出す。

【分解】 「粒子の移動」を「軌跡 「粒子の変化」を「開始・終了」のアニメーショ」，
ン効果の動きに分ける。

【組合せ】 アニメーションを作成するため 「開始・終了 「軌跡」のアニメーション効， 」
果を組み合わせる。

【分析・評価 アニメーションを実行し，自分が意図した表現に近付くよう改善する。
【一般化】 物が燃えるときの規則性を見いだす。

準備物 ・前時までの学習が記録されたノート等 ・プレゼンテーションソフト｢Power Point｣

活動内容と児童の主な反応 手立て

導入 １ 前時までに導いた結論を確認する。 ・燃やす前の空気の様子を表したモデル図と
・物が燃えると，空気中の酸素の一部が 燃えた後の空気の様子を表したモデル図を
使われて二酸化炭素ができる。 提示する。

展開 ２ 実験結果を基に，物が燃える前後にお ・コンピュータを，一人一台使用できるよう
ける空気中の酸素と二酸化炭素の様子を にする。
アニメーションで表現する。 ・Power Pointのアニメーションウインドウ
・燃えた後，酸素が減って二酸化炭素が 上でプログラミングできるようにする。
増えたということは，炎が関係あるの
かな。

・酸素は炎の方へ移動するのかな。
・酸素はどこで消えるのかな。
・二酸化炭素はどこでできるのかな。
・酸素が消えることと，二酸化炭素がで
きることはどちらが先かな。

終末 ３ それぞれの考えを紹介し合い，規則性 ・紹介されたアニメーションを類型化する。
を見いだす。

４ 本時の学習を振り返る。 ・アニメーションを用いて自分の考え表現す
ることで，途中過程まで深く考えることが
でき，目に見えない気体を実体として捉え
ることができたよさを伝える。

学習問題 酸素はどこで使われ，二酸化炭素はどこでできるのだろうか。

結論 物が燃えるとき，空気中の酸素の一部が炎へ移動し，そこで二酸化炭素に
変化する。
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