主体的な問題解決における論理的思考力の育成
－小学校段階におけるプログラミング教育を通して－
一般留学生 畠山 忠

研究の概要
「プログラミング教育」とは何かについて，より分かりやすく仲間に伝えるということを意識しなが
ら理解する。そして，児童に①アンプラグド（コンピュータを使わないで，コンピュータを学ぶ）②プ
ログラミング③教科での活用学習の３点を行う。より主体的な問題設定・問題解決をしていく中で，ICT
を有効活用しながら，プログラミング的思考をスパイラル的に育て，深めていく。そのことはつまり，
論理的思考力を育んでいくことにつながっていくと考える。
キーワード
主体的・対話的で深い学び 問題解決 論理的思考力 プログラミング的思考
Ⅰ

主題設定の理由
これからの社会は，Society5.0（内閣府提唱）といわれる「超スマート社会」が予想されている。人

口減，過疎化，超高齢化などの社会課題を解決しながら，経済的・文化的に発展していけるような社会
である。自動運転，人工知能，遠隔医療，GPS による無人トラクターなどこれらが当たり前になる社会
では，情報機器を使いこなすだけではなく，仕組みや考え方の理解をすることで未来への可能性が大き
くなるといわれる。
文部科学省はこのような時代に生きる子供たちについて，プログラミング教育を必修化することを新
学習指導要領で明示した。プログラミング的思考を育てることは，
「どのような進路を選択し，どのよう
な職業に就くとしても，これからの時代において，共通に求められる力」（文部科学省「小学校段階に
おけるプログラミング教育の在り方について（議論の取りまとめ）」平成 28 年 6 月 16 日 以下「議論
の取りまとめ」）としている。
また，プログラミング教育に関する先行研究を見てみると，小学生を対象とした教育用プログラミン
グ環境を活用し，プログラミングに関する学習をすることで，児童に問題や課題を解決するための問題
解決能力や，解決の手順を筋道立てて考えることができる論理的な思考力を育むことができることが示
されている。
これらのことから，これからの社会で必要とされるプログラミング的思考は，プログラミング教育に
より，論理的思考力として育まれるといえる。それは「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，すなわち『プログラミング的思考』を育成することは，小学校におけるプログラ
ミング教育の中核とも言える」（文部科学省「小学校プログラミング教育の手引」）ことからも分かる。
しかし，従来から求められているこの論理的思考力について，OECD による 2015 年の PISA 調査の結果
から，日本の子供は読解力について依然課題があると言われている。これは「『読解力の向上に向けた
対応策』に基づく学習の基盤となる言語能力・情報活用能力の育成を推進する」と述べられていること
からも分かる（松野文部科学大臣 2016 年）。これらのことから，小学校段階にプログラミング教育が
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位置付けられ，いつの時代でも必要とされる論理的思考力の育成は，今後ますます重要になってくると
考えられるのである。
このような要請が社会からあり，今，「プログラミング教育」が行われようとしている。しかしなが
ら，小学校現場には「プログラミング教育」についての理解が浸透していない。英語や道徳の教科化も
あり，実施に際しての不安感や負担感があることはもとより，「プログラミング的思考」とは一体何か
との理解も進んでいるとは言い難いのが現状である。
そこで本研究では，プログラミング教育についての理解を深めるとともに，活用することを子供たち
に指導していく中で，プログラミング教育の可能性について考えていくことにした。それはプログラミ
ング教育の全体像を把握する意味でも重要であると考えるからである。
活用する点について述べたい。所属校では，学校教育目標の「やさしく思いやりのある子 わかるま
で考え努力する子 たくましく明るい元気な子 がんばっている自分に誇りのもてる子」を目指して教
育に取り組んでいる。特に運動会では児童の主体性を尊重して「進んで」活動を行うように，児童会が
中心となり縦割り班を使って活動しており，５・６年生では組体操を披露している。近年，組体操の危
険性が指摘されてきた。本校でも安全対策を十分に行いながら取組を進めてきたが，高さのある組むも
のから，表現性の強いダンスを取り入れることでも対応してきた。しかしながら，ダンスの練習をする
中では，教師側が構成を決め，振りを考え，児童に伝えて発表をしてきた。その意味ではトップダウン
式であり，創り出す喜びよりも，完成させる達成感を味わっている。そこで本研究では児童の主体性を
より大切にし，自分たちでダンスを創る喜びを感じさせたいと考えた。主体的に課題（問題）を解決す
れば，達成感に加え，創造する喜びも感じられ，より生き生きとした発表になるのではないかと考えた。
ここにプログラミング的思考が生かせると思われる。
また，ICT の活用では，調べ学習・拡大表示等にとどまることなく，授業内で児童の話合い活動のた
めに，動画撮影したものをその場で再生したり，みんなで共有したりするような，より有効的な活用を
することでより，主体的・対話的で深い学びが行えるという先行研究も例示されている。
これらのことから，児童が問題や課題を解決するための問題解決能力や筋道立てて考えることができ
る論理的思考力を育むために，プログラミング的思考を活用した学習を取り入れることにした。普段の
生活や，教科における学習指導において，プログラミング的思考を使ったり，実際に PC 上でプログラ
ミングのアプリケーションを操作したりする中で，より主体的な問題解決能力や論理的思考を育むこと
ができると考え本主題を設定した。
Ⅱ

研究の目標
アンプラグド，プログラミング，教科での活用という体験を通したスパイラルな学習により，プログ

ラミング的思考を深めていくという過程を大切にして論理的思考力を高めていく。教科での活用では体
育科及び特別活動を窓口として，リズムダンスを創作し，伝達する活動を行いたい。そこで，児童自ら
の活動の手順となる考えを導き出し，筋道を立てた話合い活動や分析活動をすることにより，最終的に
は仲間と交流して踊る楽しさや喜びを味わわせる。その過程においてプログラミング的思考が育成され，
論理的思考が高められる。その高まりは，これからの社会でたくましく生きていく子供たちの力となる
ものである。
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Ⅲ

研究の仮設
プログラミング教育について教師がその意味を理解し，プログラミング的思考の深まりを大切にした，

問題解決的な活動を展開すれば，児童は自分の思いをリズムダンスとして具現化したり，仲間に伝達し
たりする活動の手順を導き出し，筋道を立てた活動を進めることとなり，論理的思考力の育み，ひいて
はこれからの社会に生きる力としてつながるであろう。
Ⅳ

研究の基本的な考え方

１

小学校段階におけるプログラミング教育について

（１）プログラミング教育とは
文部科学省はプログラミング教育に関する有識者会議(平成 28 年 6 月 16 日)の中で，「子供た
ちが，情報技術を効果的に活用しながら，論理的・創造的に思考し課題を発見・解決していくた
めには，コンピュータの働きを理解しながら，それが自らの問題解決にどのように活用できるか
をイメージし，意図する処理がどのようにすればコンピュータに伝えられるか」と示しおり，小
学校段階におけるプログラミングでは，課題を解決する方法や手順を思考することが大切である
と考える。
また，「そのためには，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合せたらいいのか，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
ていく力が必要になる」とも示しており，プログラミングは論理的な思考とつながるものであ
り，小学校段階においてもプログラミングを通してその力を育むような学習を行うことが大切で
あると考える。

言語能力

情報活用能力
学習の基礎となる
資質・能力
プログラミング的思考

問題発見・解決能力

図１

学習の基礎となる資質・能力
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このプログラミングについては単にブログラミングとして教えるのではなく，思考力・判断
力・表現力といったプログラミング的思考として育成していくことが大切である。それは，学習
の基礎となる資質・能力と位置付けられている（図１）。
つまり，小学校段階におけるプログラミング教育とは，プログラミングを通して，問題や課題
を解決するための問題解決能力や筋道立てて考える論理的思考力を児童に育んでいく学習である
と捉える。

そこで，本研究におけるプログラミング教育では，プログラミングを学習しながら，日常生活
において，課題を解決する方法や，手順を試行し筋道立てて考えることを重視して，研究を進め
る。よって，検証授業のみではなく，考え方を獲得するための授業を複数回行う。これらの実践
から論理的思考力を育むことができると考える。
（２）プログラミング教育で育成する資質・能力
文部科学省は，「議論の取りまとめ」の中で，プログラミング教育を通じて目指す育成すべき
資質・能力について，図２のようにまとめ，「知識・理解」「思考力・判断力・表現力」「学び
に向かう力・人間性等」の三つを挙げている。「知識・理解」については，「身近な生活で，コ
ンピュータが活用されていることや，問題の解決には必要な手順があることに気付くこと」とし
ており，「思考力・判断力・表現力」については，「発達段階に即してプログラミング的思考を
育成すること」としている。また，「学びに向かう力・人間性等」については，「発達段階に即
して，コンピュータの働きを，より良い人生や社会作りに生かそうとする態度を涵養すること」
としている。
そして，文部科学省が進める教育の方向性の一つに情報活用能力の育成が示されている。①情
報活用の実践力②情報の科学的な理解③情報社会に参画する態度の３観点をバランスよく育成す
ることを重視している。この中の②情報の科学的理解の中にプログラミングが位置付けられてい
る。それは，情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解及び情報を適切に扱ったり，自らの情
報活用を評価改善したりするための基礎的な理論や方法の理解である（図２）。このことは，コ
ンピュータの基礎的基本的操作やそれらの仕組みについての理解をすることが求められていると
考える。つまり，コンピュータや情報技術についての原理から理解することが求められている。
これらのことから，コンピュータの構造や仕組みについて原理を理解するためには，身の回りに
あるプログラミングされたコンピュータについて，何が得意で，何が不得意なのか，どんな考え
方が取り入れられているのかなどを理解することが必要である。
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図２

プログラミング教育を通じて目指す育成すべき資質・能力
及びプログラミング教育の位置付け

（３）プログラミング的思考とは
ここで「プログラミング的思考とは何か」について考える。プログラミング教育を考える際，
最初に出てくる疑問である。いろいろな面から考え，より分かりやすく伝えるということを意識
しながらまとめたい。
ア

論理的思考力とプログラミング的思考
まず，論理的思考力とは，「自分の考えを伝えるときに，適切な根拠を選ぶ力」（黒上晴夫
2017 年）と言われている。当てずっぽうではなく「こうやったら，こうなった，だからこうす
れば，こうなるだろう」という事実や経験を本に思考する力である。さらに言うと，「論理的
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思考には三段論法や背理法による証明などが含まれる
が，それはプログラミングにはあまり関係がない。むし
ろ，それらができるようになると，プログラミングにも
活かせる」（黒上）と述べられているように，プログラ
ミング的思考は論理的思考力の一部分と考えられる（図
３）。
図３

イ

プログラミングとプログラミング的思考

プログラミング的思考と論理的
思考力の関係

(ア) では，「プログラミング」と「プログラミング的思
考」とはどういう違いがあるのだろうか。
プログラミング

大まかに言うと，プログラミングはコンピュータを

的思考

動かすために，プログラミング言語を使って命令を記述
する作業である。パソコンの前に座って静的に行うイメ

プログラ

ージである。

ミング

これに対し，プログラミング的思考は，「あたかも
プログラミングするかのように考えを整理する知恵であ
り，問題解決のヒントを探す方策」（草野俊彦 2018

図４

プログラミングとプログラミ
ング的思考の関係

年）である。作業というよりも，作業を含めた考え方全
般を指している。
例としてソフトウェアの制作（プログラミング作業全般）の流れから考えてみる。
ａ

暗黙の了解
まず，コンピュータには人間が理解している暗黙の了解レベルから説明しなければなら
ない，という前提を知っている必要がある。暗黙の了解とは，物は上から下へ落ちる，外
に出る時は靴を履くという，人なら当たり前と思っている事物もコンピュータには指示す
る必要があるという認識である。それは，「雨が降りそうなら傘を持っていこうかな」と
人が考えるところを「降水確率 30％までなら折り畳み傘，60％までなら長傘をもってい
く」というように，数値化することで曖昧さをなくす，ということでもある。
また，コンピュータと人との違いを知っておくことも挙げられる。コンピュータは善悪
や正誤は判断できないが，プログラミングしさえすれば，何回でも何万回でも計算し，間
違いなく結果を出してくれる。疲れを知らない。身の回りにたくさん使われて便利な社会
が成り立っているということを知っておく必要がある。

ｂ

プログラム設計
その前提があって初めて，「コンピュータで何をどうするか」というプログラム設計が
行なわれる。この段階で自分の考えを整理し，自分の意図する動きを実現するための処理
の手順（アルゴリズム）が決定される。
この段階で「何をどうしたいのか」と考えるアイディアが必要になってくる。というこ
とは，プログラミングができてもそれを生かすアイディアがなければ，何の役にも立たな
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いということであり，そのアイディアを得るためにはプログラミングの勉強ばかりしてい
てもいけないということでもある。
この段階では，フロー図（図５）などを使って，考えを可
視化しながら表現する。
ｃ プログラミング
次の段階でプログラミングが行われる。プログラミング言
語を使ってプログラムを入力する。「プログラミング」とは
図５

この作業を指している。このプログラミングにおいては，

フロー図の例

①「必要な動きに分けて考える（分解）」
②「動きに対応した命令にする（アルゴリズム，抽象化）」
③「それらを組み合わせる（パターン認識）」
④「必要に応じて継続的に改善する（トライアンドエラー）」
といった問題解決の手法が使われている。
ｄ

コンパイル
そして，プログラミング言語で記述されたプログラムが，専用のソフトで機械語に変換
される（コンパイル）。ここで人間の思考をコンピュータが理解できるようになる。

ｅ

動作テスト
最後に，意図したとおりにコンピュータが動くかを動作テストする。動かなかったり，
動きが意図したものでなかったりした場合はプログラムの修正（デバック）が必要とな
る。トライアンドエラ
ーにより，より意図し

プログラミング的思考

た動きへと改善してい

成

了

完

の

解

・曖昧さをなくす必要（数値化）

そう考えると，「プ
ログラミング的思考」

黙

デバック

の方策である。

暗

トライアンドエラー

ａ

動作テスト

方法であり，問題解決

ｅ

めの知恵であり，表現

機械語に直される

は，考えを整理するた

コンパイル

思考」である。それ

ｄ

が「プログラミング的

①分解 ③パターン認識

全体に使われている力

②抽象化④トライアンドエラー

ていくと，一連の流れ

プログラミング

ウェアの制作全体をみ

ｃ

プログラム設計 （何をしたいか）

このように，ソフト

アルゴリズム（段取り力）

ｂ

る。

フロー図（考えの可視化）

き，製品として完成す

・人とコンピュータとの違い

図６－１

とはプログラミングを

ソフトウェア制作の流れでみるプログラミン
グとプログラミング的思考の関係

含む，考え方全般の力
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であるといえる。また，「プログラミング」とはプログラミング的思考の中の一部の技術
であり，処理の仕方である（図４，図６－１）。
(イ) さらに，例として，「カレー作り」を考えてみる。
カレーのレシピが「プ
プログラミング的思考

ログラミング」に当た

ｅ
完
成

味見

いただきます・ごちそうさま

デバック

トライアンドエラー

自分なりの理解・調理

コンパイル

ａ

考」とは，「カレーを作

暗

黙

の

了

解

・曖昧さをなくす必要（数値化）

りたい」「材料は何か

・人とコンピュータとの違い

な」「どこでいいものが
買えるのかな」「どんな

ｄ

)

「プログラミング的思

①分解（ 切る・ 炒める ・味付 け ）

分である。

②抽象化 く
( し 切り・ しんな り す る ま で ・ お 好 み で

の「レシピ」という一部

③パター ン認識 （⑴を 煮込む ）

ング」はカレー作りの中

④トライアンドエラー（より美味しくなるように）

グである。「プログラミ

レシピ（プログラミング）

ピであり，プログラミン

ｃ

丁寧に記したものがレシ

アルゴリズム（買い物・調理・盛付）

る」の手順を，細かく，

フロー図（カレー作りスケジュール）

ルーを入れる。火を止め

カレーを食べたい・作りたい

切る。水を入れ煮込む。

ｂ

る。「肉を切る。野菜を

図６－２

カレー作りの流れでみるプログラミング
とプログラミング的思考の関係

切り方がいいのかな」

「どんな調理をするのかな」「どんな盛り付けがいいのかな」といった手順・方法・判断・
処理を考える総合的な力である。言い換えると「プログラミング的思考」とは，あたかもカ
レーのレシピのように，「カレー作り」を考えていく力である。「食べたいな」から「いた
だきます」までの一連の課題をより効率的に，効果的に，創造的に解決するための力である
と言える。「カレー作り」を知ってはいても，「カレーを美味しく，楽しく食べたい。作り
たい」と思わなければ，意味がないのと同じである（図６－２）。
これらのことから，プログラミング的思考は，パソコンを使わなくても育成できることが
分かる（使って行うべきということも分かる）。
人とコンピュータの違いは絵本などからも学べる。フロー図は思考の流れを可視化するツ
ールであり，算数・理科などの教科等又は教科以外でも使われている。大きな課題を分割し
ながら順を追って進めるという考えは運動会のプログラムそのものであるし，家庭科での調
理，学級内で毎日行われる掃除のやり方でも指導できる。
更に言うと，意図した動きになるように改善していくトライアンドエラーの思考は，間違
いを「間違い」として捉えがちな児童の意識を，「次へのヒント」と前向きに捉えさせ，課
題を実現したときの達成感を高める要素となりえる。
だから，今，「プログラミング的思考」なのである。
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ウ 「議論の取りまとめ」で示されているプログラミング的思考
ア及びイの考え方を踏まえた上で，文部科学省の示す「プログラミング的思考」を考えると
分かりやすい。「議論のとりまとめ」によれば，プログラミング的思考とは，「自分が意図す
る一連な活動を実現するために，どのような動きの組み合わせが必要であり，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，記号の組み合わ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」と示し
ている。
これについて，コンピュータを動作させることに即して考えてみる。自分が考える動作をさ
せるためには，コンピュータにどのような動きをさせたいのかという自らの意図を明確にした
上で，まず，(1)コンピュータにどのような動きをどのような順序でさせればよいのかを考える
必要がある。そして，(2)一つ一つの動きを対応する命令（記号）に置き換えた上で，(3)これ
らの命令（記号）をどのように組み合わせれば自分が考える動作を実現できるかを考える。さ
らに，(4)その命令（記号）の組み合わせをどのように改善すれば自分が考える動作により近付
いていくのかということも試行錯誤しながら考えていくことになる。
更に具体的に考えると，コンピュータで正方形を描こうとする場合，「正方形を描く」とい
う命令は用意されていないので，コンピュータが理解
できる（用意されている）命令を組み合わせ，それを
コンピュータに命令することを考えることとなる。つ
まり「正方形を描く」という自分が意図する一連の活
動を行うには，正方形を描くのに(1)必要な動きを順
に考える（ペンを下ろす，線を 120 歩分引く，90°回
す）。(2)動きに対応した命令にする（ブロックを選
び，数値を入力する）。(3)それらを組み合わせる
（線を引く→回る→線を引く→回る→線を引く→回る
→線を引く→回る）(4)必要に応じて継続的に改善す
る（４回繰り返すブロックに変えるなど）といった試
行錯誤を行う中でプログラミング的思考を働かせるこ
とになる（図７）。「プログラミング的思考」は，こ

図７

正方形を描くプログラム

れらのことを「論理的に考えていく力」であると考え
られる。
これらのことをまとめると，「プログラミング的思考」とは論理的思考力の一部分であり，
プログラミングを含んだ総合的な力である。それはあたかもプログラミングするかのように，
考えを整理し，問題解決に役立てる知恵である。具体的には上述のようにプログラミングにお
ける各要素（図６－１ ｃ①～④）の知識や考え方であり，小学校段階においてはビジュアル
プログラミングによって効果的に養うことができる。
このようなプログラミング的思考は，これから迎える超スマート社会において，子供たちが
生きていくために必要とされる重要な力なのである。
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（４）プログラミング教育の目指すもの
プログラミング的思考を育てていくことの大切さは上述のとおりであるが，目指すゴールは，
思考と体験の結び付きである。小学校段階では特に体験させていくことが大切である。より社会
との結び付きを自覚させることが目指されなければならない。
小学校のプログラミング教育では，指導要領に示された算数・理科・総合の学習内容以外に
も，次のような学校生活とつながっている活動に活用できると考えられる。
①朝起きて，夜寝るまでの一連の生活を，順を追って考えさせる。
②効率的な掃除・給食の手順を考えさせる。
③避難訓練の際，どのような行動をとったらよいのか，フロー図を使って考えさせる。
④学校行事でお祭りを行う際，「お客さんを楽しませよう」という大きな目標に向かって，どん
な具体的なこと（案内する，スタンプを押してあげるなど）をするのか，分解して考えさせ
る。
⑤算数では筆算の学習でヒントカードを子供に作らせる際，その手順を，順を追って書かせる。
⑥家庭科ではゆで卵のレシピを考える。
などである。この他にもたくさんあると考えられるし，気付かないうちに行っていることもある
だろう。このように子供たちの生活に沿いながら，社会的結び付きを自覚させるところに，プロ
グラミング教育の意義があると思われる。その考え方や技能が社会のどんなところに，どんな風
に役立つのか考えさせることが大切である。ただ単にロボットを動かすプログラミングができる
ようになるだけでは，意味がないのである。
ただし，「プログラミング」を通して行うことが大前提である。プログラミングなしに行うこ
とは，学習指導要領の考え方と反している。また，プログラミングでは，動作するかしないかの
結果が明白であり，そこから論理的思考を獲得していくことが合理的であり，重要である。
２

小学生で扱う教育用プログラミング
小学校段階でプログラミング教育を行うにあたり，適切な時間配分が必要である。しかしなが
ら，教科横断的に実施をすることが求められており，教育課程に位置付ける際にも，少ない時間で

の編成になることが予想される。よってプログラミングを小学校段階で行うことは時間的に制約が
あり，専門的なプログラミングを行うことは，教育的意図とも違ってしまう。
このことから，小学校段階で取り入れるためには，小学生の発達段階に応じた教育用のプログラ
ミングを利用することが必要になると考える。そこで，利用できるのが，ビジュアルプログラミン
グ言語を用いたプログラミングアプリケーションソフトである。これは，パズルをするように，積
み木を重ねるように視覚的に分かりやすいプログラム言語であり，スペルミスによりプログラムが
動かないということもないので，子供向けに適している。本研究ではビジュアルプログラミング言
語として，「mBlock」を使用する。これは世界的に普及している「Scratch」をベースに作られたも
のであるが，フリーソフトであり，パソコンにインストールしてありさえすれば，インターネット
環境が整わなくても使用できる。つまり，Wi-Fi が整備されていない教室（学校）にあっても使用す
ることができる。視覚的に簡単にできることから，児童は楽しみながら学習意欲を高めることがで
きると考え，使用することにした。
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mBlock は図８の画
面で構成される。画
面右側にはスクリプ
トと呼ばれるブロッ
クでできた指令を重
ねたり，組み合わせ
たりすることで，左
画面のキャラクター
を動かしたり，軌跡
を描いたりすること
ができる。このプロ
グラミングを学習し

図８

mBlock の画面

ていくことで，①順
次②分岐③反復などの手順を追った情報処理の基本を学んだり，自分の考えたゲームの動きを細分
化して考えたりする問題解決的な学習をすることができる。さらに大切なこととして，出来上がっ
た指令集（プログラム）を実行してうまく動かなかった場合，なぜかを考え，修正し，再度実行し
ていくという作業（デバック）の流れを習得することにより，間違いをおそれず，間違いをヒント
にしながら思考を習得できるという利点もある。また，結果をすぐにその場で確認できることも，
有利な点である。
３

学習指導要領に明示されていない教科等で，プログラミング教育を扱うことについて
プログラミング教育を，教科に取り入れ行うことは，各学校の工夫にゆだねられているが，プロ
グラミング的思考が有効と思われる場面で取り入れるように求められている。これまでに先行研究
がいろいろな教科において行われているが，課題として「プログラミング教育であるかもしれない
が，その教科として目的を達せていたか」と思わせる実践がある（鈴木秀樹

2017 年）などと，出

されている。
そもそも教科においては，プログラミング的思考を使って行われているのであり，プログラミン
グ教育を目的に行うのではないはずである。よって実践を行う際には，「教科の視点」に立って導
入する必要がある。つまり，「プログラミング的思考を養うため」に，教科での実践を行うのでは
なく，「プログラミング的思考を使って」問題を解決したり，教科の目的を達成したりすることが
大切である。子供たちがそれまでに獲得したプログラミング的思考を用いることで，目標に向かっ
て，自分たちが何をしていけばよいのかマネジメントができるようにしていくこと。そのために，
（前段階となる）プログラミング教育において手順となる考え方をしっかりと意識付けさせる授業
を，組み込んでいく必要があると考える。
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Ⅴ

研究方法と内容

１

研究方法

（１）プログラミングをする。
（mBlock に触れて操作に慣れたり，数値を変えて遊んだりして意欲を高
める。
）
（２）プログラミングをする。
（mBlock を使ってプログラミングする。
）
（３）アンプラグドでコンピュータの利用，仕組み，考え方を学ぶ授業をする。
（４）教科・領域での活用実践をする。
（リズムダンスの振り付けを教え合う部分に「プログラミング
的思考」を活用する。まず，ダンスのパーツとなる動きを紹介し，それを組み合わせてダンスを
６年生が創作する。ICT を使いグループで考えた踊りを動画撮影して共有しながら，試行錯誤し
て踊りを創る。そして，５年生へ創作したダンスを伝達する。ダンスを拍に分けて曖昧さをなく
した，誰が見ても分かる丁寧で見やすい設計書を書くことをする。伝達する際には課題を細分化
して考えたり，相手に正確に伝えたりすることを意識しながら，自分たちで課題解決のマネジメ
ントをさせる。
）
（５）授業ごとのワークシートによる振り返り及び検証授業におけるビデオ分析を行う。
（６）評価規準（ベネッセ 2017 試行版）を参照しながら，評価をする。
２

研究内容

（１）「プログラミング教育」
，
「プログラミング的思考」とは何か
現場の仲間に還流するという視点をもち，分かりやすく納得できるような説明をする。
（２）「プログラミング的思考」の育成
プログラミングの中で，
「プログラミング的思考」を育成していく。
アンプラグドの中で，
「プログラミング的思考」を育成していく。
フィジカルプログラミング（ロボットを動かす）の中で，
「プログラミング的思考」を育成して
いく。
（３）児童へのプログラミングに関する事前・事後アンケートについて
（４）教育課程での位置付けについて
総合では「情報」
「キャリア」の位置付けである。体育では「表現」
，学活では「運動会へ向け
て」などで取り扱う。
（５）検証方法について
ア

授業ごとのワークシートで子供のプログラミング的思考の深まりを見取る。子供が考えを修
正して，新しいやり方を行ったりしたようなものを子供に記述させて見取る。

イ

授業ごとの児童の様子を観察しプログラミング的思考の観点から気付いたことを記録する。

ウ

事前事後アンケートより，プログラミング的思考の深まりを見取る。

エ

プログラミング教育後の意識調査を行い，興味関心が深まったかどうか調べる。

オ

検証授業では，獲得したプログラミング的思考を使って課題解決をする。運動会で行う５・
６年生の組体操の中で，リズムダンスを組み入れる。その動きを，プログラミング的思考を
使って，６年生の児童が創作し，５年生に伝達する。

（６）評価について
評価規準のモデル（図８ ベネッセ 2017 試行版）を参照して，児童の様子を見取る。授業で
の様子（ビデオ）
，学習感想，事後アンケートなどにより，プログラミング的思考の深まりを見る。
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図９

プログラミングで育成する資質・能力の評価規準（試行版）
目標
低学年（1・2年生）

小学校
中学年（3・4年生）

Ver. 2.0.0 (2018/8/31版）

高学年（5・6年生）

と。

１．身近な生活の中でコンピュータが活用されている場面を指摘に １．身近な生活の中でコンピュータが活用されている場面を自ら見出 1. 身近な生活の中でコンピュータが活用されている場面を自ら見出し、その仕組みを考えるこ
し、その仕組みに関心を持つこと。

2．プログラムとは手順を自動化したものであることを知ること。

身近な生活でコンピュータが活用されていることに気付く。
より気付くこと。

２．プログラムは人間がつくっていることを知ること。

（小）

資質･能力（文部科学省）

成すべき

資質・能力の三つの柱 プログラミング教育を通じて目指す育
（文部科学省）
知識・技能
身近な生活でコンピュータが活用され
２．コンピュータはプログラムで動いていることを知ること。
気付く。

り返し処理）

３、センサーの存在

２．順次処理や繰り返し処理、条件分岐処理を組み合わせ、コンピュータに意図した処理を行

こと。

を知り、センサーが身近な生活で活用されていることに気付くこ と。

２．順次処理や繰り返し処理を組み合わせ、コンピュータに意図した うための指示を出す体験をすること。
処理を行うための指示を出す体験をすること。

１．目的や意図に合わせて筋道立てて見通しを立てること。

事象にあてはめたりすること。

２．ものごとの原因や結果を考え、その関係性に気付き、筋道立てて ２．ものごとを分析・解釈し、帰納的にルールや原則を見出し、筋道立てて表現したり、他の
表現すること。
大きな動きを小さな動きに分けること。
１．目的や意図に合わせ、必要な要素を見出すこと。

に適切に分けること。

１．目的や意図に合わせ、必要な要素を適切に見出すこと。

１．ものごとの類似性や関係性を見出し、別の場合でも利用できるこ １．見出したものごとの類似性や関係性を適用し、問題解決に利用すること。

１．意図した活動を実現するため、複数の手順を適切に組み合わせてより効果的な手順を創る

記号（動き）の類似の部分を特定し て、別の場 １．ものごとの中に類似性や関係性があることに気付くこと。

１．意図した活動を実現するための手順を創ること。

とを理解すること。
般化。
目的に合わせてよりよい手順を創ること。

１．目的や意図したことに対しての手順を考察し、問題がある場合は １．目的や意図したことに対しての手順を考察し、問題がある場合は理由を考えたり改善方法

こと。
目的に対して、必要十分な評価の観点を考え、 １．手順がよかったかどうかを考えること。

１．ものごとに手順があることに気付くこと。

合でも利用できる内容にすること。いわゆる一

ゆる抽象化。

質だけを選び出し、他の部分を除くこと。いわ

分割した動き（事象）の中から適切な側面・性 １．目的に合わせて、必要な要素を選択肢から選ぶこと。

（事象）に分割すること。いわゆる分割。

大きな動き（事象）を解決可能な小さな動き と。

自分が意図する一連の活動を実現するために、 1．大きな動きはいくつかの小さな動きに分けられることに気付くこ １．大きな動きはいくつかの小さな動きに分けられることに気付き、 １．大きな動きはいくつかの小さな動きに分けられることに気付き、大きな動きを小さな動き

めに論理的推論を行うこと。

１．目的や意図に合わせて見通しを立てること。

２．順序がある場面があることを知ること。（順次処理）

問題解決のためにコンピュータに指示を出すには必要な手順があることに １．コンピュータには明確な手順を命令する必要があることを知る １．条件を満たすまで動作を続ける場面があることを知ること。（繰 １．条件により動作が変化する場面があることを知ること。（条件分岐処理）

ていることや、問題の解決には必要な
手順があることに気付くこと。

グ的思考」を育成すること。

思考力・判断力・表現力 発達の段階に即して、「プログラミン 論理的に考えを進める コンピュータの働きを自らの問題解決で使うた １．目的に合わせて自分なりに予想すること。
等
動きに分ける

記号にする

一連の活動にする

組み合わせる
振り返る

理由を考えたり改善方法を考えたりすること。

を考えたりし、さらによい方法を追求すること。

実行したことが、意図した活動に近づいている
かどうか評価すること。

２．身近な問題の発見や解決にコンピュータが役立っていることを る態度を養う。

２．身近な問題の発見や解決のためにコンピュータをどのように活用できるかを考え、表現し

１．課題を達成するために、試行錯誤して最後までやり遂げようとす １．課題を達成するために、試行錯誤して最後まで計画的にやり遂げようとする態度を養う。
働きを、よりよい人生や社会づくりに を涵養する。

学びに向かう力・人間性 発達の段階に即して、コンピュータの コンピュータの働きを、よりよい人生や社会づくりに生かそうとする態度 １．目的を意識して、最後までやり遂げようとする態度を養う。
等

考えようとする態度を養う。

２．身近な問題の発見や解決のためにコンピュータをどのように活用 ようとする態度を養う。

生かそうとする態度を涵養すること。
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（７）研究計画について
項目

実施予定日（案）

支援グループ

5 月 11 日（金）

協力員

5 月 18 日（金）

内容
研究の方向性・指導計画検討
〃

【授業日】

5 月 25 日（金）４校時

授業①mBlock に触れる

【授業日】

5 月 29 日（火）６校時

授業②mBlock でウォーキングさせる

支援グループ

5 月 31 日（木）

授業の報告，検証授業に向けて検討

【授業日】

6 月 11 日（月）５校時

授業③算数 mBlock で正三角形を描く

【授業日】

6 月 15 日（金）５校時

授業④総合 旅行記を作ろう（フロー図）

協力員

6 月 22 日（金）５校時

授業⑤総合 アンプラグド（コンピュータを知ろう）
協力員先生参観，協議

支援グループ

6 月 28 日（木）

授業の報告，今後の事前授業検討，検証授業方向性検討

研究計画発表会

7 月 6 日（金）

計画（実施中間）発表会

【授業日】

7 月 18 日（水）２校時

授業⑥創作ダンスへ向けて

指導案作り

7 月 19 日～8 月 19 日

指導案作り込み

支援グループ

8 月 20 日（月）

授業の報告，指導案検討

協力員

8 月 23 日（木）15:30～

指導案検討

【授業日】

8 月 30 日（木）４校時

授業⑦運動会へ向けて（ダンス創作）

【授業日】

8 月 31 日（金）３校時

授業⑧

〃

【授業日】

9 月 3 日（月）５校時

授業⑨

〃

【授業日】

9 月 6 日（木）13:50～

検証授業⑩学活 ５年生へ教えるためのリハーサル

（設計書清書）

研究会
支援グループ

11 月 21 日（水）調整する

研究の考察

協力員

12 月 4 日（火）15:30～

研究の考察・まとめ

協力員

2 月 21 日（木）13:00～

研究発表大会

（８）検証授業の実施について
各時間の授業案（略案）を作成し，実践する。検証授業を実施し，プログラミング的思考の育成
について考察する。以下に各時間の略案及び，授業の振り返りについて述べる。

‐14‐

①
総合

②
総合

ゲーム
１時間目
１

③
算数

④
総合

⑤
総合

プログラ プログラ じゃんけん 修学旅行記
ミング

ミング

を教えよう

をつくろう

⑥
学活
動きの

⑦
体育

⑧
体育

ダンスを ダンスを

分解

創ろう

⑨
総合

⑩
学活

設計書

教える

清書

リハーサル

創ろう

興味・関心を高める

日時 平成 30 年 5 月 25 日（金）４校時（11:40～12:25）
PC 室 ６年生 24 名

２

目標 コンピュータ（mBlock でプログラミングされた作品）に触れ，操作を覚えたり興味関心を
高めたりする。

３

展開
支援・その他

学習活動
・PC 室へ集合する
10

教師の自己紹介をする

・二人一組で活動することを知ら

分

せる。
（友達と交流する）
『はじめに』を見せる

・大画面で見せた後，ワーク画面に
して，プログラムされているブロ

今日は PC で遊んでみましょう

ックを見せる。
・特別支援の児童には教師がつい
て指導する。

『ドライブゲーム』
30

『果物取りゲーム』

分

『きれいな円』の３作品を紹介する。

・作品の数値を変えたり，色を変えたりしながら触って
みる，改造してみる，作ってみる

・「こんな動きをしたい」という児
童がいたら教師を呼ぶように知
らせる
・自分が作ってみたいな，やってみ

・作った作品を保存する
５

・次時の内容を知る

たいなというアイディアをスケ

分

・学習感想を書く（プリント１）

ッチ・かいてくるように伝える。
（プリント２）
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４

授業の振り返り（授業者）

（１）パソコンは人数分あるが，ペアで学習することにした。パソコンで何かをするというと，「１人でキーボードを
叩いている」というイメージがあるが，ペアでやることにより個人でやるより効率は悪いかもしれないが，教え
合いなどの交流が生まれること。中には意欲の低い児童もいるので，ペアだと仕方がなくてもやらなければ
ならないという部分で参加させることができること。その２点から，ペア学習でよかったと思った。
（２）ただ，できた作品を見せたり，名前を入力したりしただけの導入で，mBlock に触れさせたが，意欲的に取り
組んでいる児童が多かった。（Scratch をやったことがある児童が１名いた。）ただ，操作方法が全く分からな
い，どうやったら絵が動くのか考えたこともない児童もいて，「分からなかった」で終わってしまった児童もい
た。
（３）プログラミングに触れて親しむことを目的にしたので，
多くを求めなくてもよいと思ったが，プログラムに触れ
たり数値をいじったりして楽しむというより，お絵描きを
して楽しんでいる児童もいた。
（４）一斉送信等の，授業支援システムの操作方法に慣
れていなかった。
（５）動きはそのままに，キャラクターだけ変更したいという
要望に応えられなかった。（基本的操作方法を熟知し
ておく必要を感じた。）
（６）アンケート結果より，パソコンが楽しいと思っている児
童が大部分だが，一人だけ「嫌い」という児童もいる
ので，今後配慮する必要がある。
（７）２回目の授業では，「動く」とはどういうことか，具体例を示しながら，プログラミングの基本操作も含めて指導
していく。

図 11 児童が作り変えた作品
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５

授業の振り返り（児童感想 ワークシート１）

〇パソコンを使うことは好きですか（計 23 名）
◎好き

17（74％）

〇まあ好き

5（22％）

△あまり
×嫌い

０
１（4％）

その理由（◎・〇）
・いろいろなことができて楽しいから４
・調べ物がすぐにできる 10
・調べることが好き２
・ゲームができる７
・動画が見られる
・字をすぐに書ける
・キーボードを打つなど勉強になる
・普通にはできないことが体験できるから
・キーボードをさわると楽しくなるから
・パソコンを使ってローマ字が分かるようになって好きになったから
・自分でゲームを作ることが面白いから
・自分で考えて作れる・できたときの達成感がある
（×）
・コンピュータをあまり使わないから やりにくいから 楽しくないから すぐあきるから。
いちいちけんさくするのがめんどう 他のことをやっていたほうが面白い
〇学習感想
（１）楽しかったこと
・自分で作れたこと ９

・初めてゲームを作ったところ

・プログラミング ２

・工夫してやれるところ

・絵を動かせるところ

・ゲームをいじるところ
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・ゲームを考えるところ
・セットをすればいろいろな動きができるし，それをどうするか考えるところ
・命令をしてそのとおりに物や人が動くところ
・友達と話し合って作れたところ，協力したところ

４

・キャラクターや位置を変えたりできたところ ２
（２）難しかったこと
・動いているように絵を描くところ
・キャラクターを変えること ２
・ゲームの操作
・
（プログラミングの）操作
・工夫するところ
・絵を描くこと ２
・円の調節
・背景を変えるところ
・見にくくてやりづらい
・プログラミングするところ
・マウスやキーボードを使うところ
・キーボードで自分の名前を打つこと
・色を変えること
・どうやったら思いどおりに動くのかと考えるところ
（３）疑問
・色を変えるには ３

・動きの位置を設定するには

・キャラクターを表示するには

・動きを付けるには ２

・大きさを変えるには

・動きの速さを変えるには

・どうやってアニメーションを作るのか
（４）友達のこと
・それぞれ違うゲームを作っていたので友達のゲームで遊んでみたい
・友達が作ったのも面白かった
・〇〇さんたちの作っていたパラパラ漫画みたいなのが面白かった
・少し相談できたし，相手のことで新発見した
・友達も楽しそうだった
・とてもうまく作っていた
・協力してしっかり楽しくできた ３
（５）気付いたこと
・自分でもゲームが作れるんだと思った ２
・自分たちで作るところがいろいろと変えられてびっくりした
・黄色のブロックに数字などを入れられること
・パソコンで絵を描くのは難しいこと
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・ゲームを作っている人はすごいと思った
・ゲームをいろいろ工夫できることにびっくりした

図 11 m Block で作ってみたいもの（家庭学習で行った）
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①
総合

②
総合

ゲーム
２時間目
１

③
算数

④
総合

⑤
総合

プログラ プログラ じゃんけん 修学旅行記
ミング

ミング

を教えよう

をつくろう

⑥
学活
動きの

⑦
体育

⑧
体育

ダンスを ダンスを

分解

創ろう

⑨
総合

⑩
学活

設計書

教える

清書

リハーサル

創ろう

興味・関心を高める，操作方法を知る

日時 平成 30 年 5 月 29 日（火）６校時（14:45～15:30）
PC 室 ６年生 24 名

２

目標 ・簡単なプログラミングをしてさらに興味関心を高める。
・mBlock の操作方法（
「ウォーキング」のアニメーション作り）を知る。

３

展開
支援・その他

学習活動
・PC 室へ集合する
５

・先週作ったものの紹介や宿題について見通しを話す。

分

・２人１組で活動することを知らせ
る。

「ウォーキング」をプログラミングしてみよ
う

・宿題のやりたいものの設計図につ
いては，自主学習などで取り組む
ことを話す。

・プログラミングを段階的に学ぶ。
15

① キャラクターの取り込み

分

② 「旗がクリックされたとき」
③ 左右の移動「〇，－〇歩動かす」
④ ずっと「くりかえす」
⑤ 「次のコスチュームにする」
⑥ 「もし端に着いたら跳ね返る」
⑦ 「回転方向を左右だけにする」
⑧ 「0.3 秒待つ」

20
分

・新たに自分たちで作ってみる。
ウォーキング，ランニング，スキップ，ランニングマン
などのコスチュームを選んで作ってみる。

５

・作った作品を保存する

分

・学習感想を書く

・mBlock フォルダ（配布物）に保存
するようにする。
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４

授業の振り返り（授業者）

（１）今日は「アニメーション作りについて，考え方や操作方法を知る」が目標だったが，いろいろなキャラクター
を使って，新規に作って動かしていたということから，目標が達成できた。
（２）最初に完成作品を見せ，その後，２ステップごとに説明→実践→確認→説明という風に進めた。説明中は
「知る」という目標が確実に達成できるように，児童のパソコン画面をロックさせて，黒板を使って説明した。
スムーズに流れたので，これくらいのステップで教えていけばよいと思った。
（３）「動くようにするには」どうしたらよいか知ることができ，自分の選んだキャラクターを動かそうと，一生懸命プ
ログラミングしていた。数値を変えて動きの変化を確かめたり，より「ウォーキング」しているように見せるため
に工夫をしたりしている場面を見かけた。
（４）興味がある児童は，説明していない「音」を入れてみたり，背景を変えてみたりしていた。興味関心が高まっ
たといえる。
（５）「パソコンが嫌い」と答えた児童には，考えてきた宿題をみんなの前で紹介してほめた。プログラミングもや
っていたが，途中ペアの児童が主に操作し始めると，仲の良い友達のところへ移動したりしていた。友達と
の交流という意味でも，事前にもう少し話をしたり，次のステップを示してあげたり，細やかな配慮が今後必
要だと思った。

５

授業の振り返り（ワークシート，児童感想）

〇自分がイメージしたように動かすには

をすることが大切です。

・頭を使うこと ２

・想像すること ３

・コスチュームを重ねるということ

・相談し行動に移すこと

・パートナーと協力すること

・しっかり操作すること

・キャラクターに合った動きにさせること

・数字などを少しずつ変えること

・調整すること

・調節や考えること

・想像して試してみること
・コンピュータに適切な指示を出す
・工夫してこうしたらどう動くか考えること
・やってみたりすること
・それに合った動きを見付けること
・試したりすること
・少しずつ動かすこと
・ずーっとくりかえすこと
・エムブロックに命令すること
・試したり工夫したりすること
・たくさん工夫して試してみること
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（１）楽しかったこと
・人が歩いているようにできたこと ２
・自分でキャラクターを動かすこと ７
・自分で思ったように早くしたり，遅くしたりキャラクターが動いたとき ４
・不思議な動きをしていたところ
・想像しているよりあまり難しくなかったから
・思ったよりスラスラできたこと
・ゲーム作りが面白かった

２

・ゾンビが「こんにちは」と言いながら早歩きしたこと
・自分で風景などを工夫できたこと
・考えてそれに合った動きを見付けて動かしたこと
・今日は教えてもらいながらやって，これをしたらどうなるか，これをするためにはどうするのか分
かったから
・キャラクターをいろいろな速さで操作などをしてプログラムをしたこと
・自分で作りたいものが作れたから
・ブロックを組み合わせて，どんな動きをするのか試してみること
（２）難しかったこと
・プログラムを組み立てること
・なし ２
・設定を変えるとき
・速さを調節すること ４
・音を付けること
・キャラクターを選ぶこと
・クリックするところ
・なかなかうまく動いてくれなかったこと
・どのように命令すれば思うように動くのかを考えること
・マウスで絵を描くこと
・背景を変える，人を動かす操作
（３）疑問
・なし ４
・自分で背景やキャラクターを作れるか
・自分たちで描くときに塗りつぶしにするのはどうやるのか
・コスチュームを重ねることはできるのか
・迷路を作るにはどうするのか
（４）友達のこと
・上手だった
・楽しく協力できて良かった
・人にすぐ教えてあげられる
・ペアの人ばっかりやっていて，私にやらせてもらえなかったので，次は一人一台にしてほしい
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・10 歩など，どのくらいにすればちょうどよく動くかが難しくて，友達が 10000 歩とかにしたら瞬間
移動したみたいに消えてしまった
・友達と一緒にやるときに，風景を考えることやキャラクターを一緒に仲良く決められたので，さら
に友達との仲が深まったと思います
・友達が動かしていたゾンビはリアルで面白かったです
・みんな楽しそうだった
・A がめずらしくゆずってくれた
・B ちゃんはとても工夫していてすごいなと思いました
（５）気付いたことなど
・今度は人と物を組み合わせて作りたい
・次はもっと難しいやつに挑戦したい
・今まで覚えた以外でもそうさがたくさんありました
・すごく難しそうだと思っていましたが，簡単でびっくりしました
・いろいろ変えられて，楽しかったし面白かった
・人じゃできないことも，コンピュータならできることに気付いた
・いろいろなキャラクターがいる
・前よりもスラスラできて良かった
・なんで動くがないのか分からなかったけど，キャラクターのところを押せば動きが出る
・パソコンがあれば何でもできると気付いた

トライアンドエラーの考え

図 12 ワークシート（学習感想）
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教科でプログラミングを体験する

日時 平成 30 年 6 月 11 日（月）３校時（10:50～11:35）
PC 室 ６年生 24 名

２

目標 「図形の角・正多角形の性質」（５年時の復習）
正多角形を描くプログラムを考えることを通して，正多角形の性質について確認する。
―教科の学習とプログラミング教育の関連―
文科省有識者会議による「議論の取りまとめ」では，
「各教科等で育まれる思考力を基盤とし
ながら基礎的な『プログラミング的思考』を身に付けること」を目指すとしている 。プログラ
ミングのみを取り立てて扱うのではなく，各教科等の内容と関連付けて指導することが求めら
れている 。
「プログラミング的思考」について，前述の「取りまとめ」では「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
図した活動に近付くのか，といったことを論理的に考えていく」ことだと述べている 。一方，
中教審の「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」では，算数科における「数
学的な見方・考え方」について「事象を，数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え，
論理的・統合的・発展的に考えること」としている。
本時の授業では「数学的な見方・考え方」と「プログラミング的思考」とを関連付けて育成
するための活動を設定している。コンピュータに意図したとおりの正多角形を描かせるための
プログラムを考えることによって，正多角形についての決まりを見つけさせたり，考えた方法
がどんな正多角形でも当てはまるのか試行させたりする。
また，後の体育科への応用も見通す中で，体を使って思考を具現化することも取り入れた。
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３

展開
学習活動

〇指導上の留意点 ☆評価

◆ワークシートに決まりをまとめる

分

ワークシート，筆記

角の大きさ

一つの角の

辺の数(本)

回す角度

具，ノート，定規，分度器（含教師

の和（度）

大きさ（度）

くり返す回数

（度）

用），巻き尺，メートル定規，プロ

正三角形

180

60

正方形

360

90

正五角形

540

108

正六角形

720

120

図形

５

（準備物）

グラム拡大図等

〇既習事項

「辺の長さがすべて等しく，角の
◆正方形をノートに描くことにより，既習事項を確認する。 ・
大きさもすべて等しい多角形を
正多角形という」
・三（四）角形
の角の大きさの和は 180(360)度

正方形をノートに書きましょう

〇描くに際して必要な情報を児童

・一辺の長さは？(＝６cm にする)

から出させる。
◆mBlock で正方形を描く

〇二人一組で作業させる
・6cm＝120 歩と考えさせる

mBlock で正方形を描いてみましょう

・
「４回繰り返す」を使ってもよい
・「ペンを下す」を伝える

・ノートで描くことと，プログラ

〇作業をプログラムにすることで

ムで描かせることは同じ思考

思考を可視化させる。

をしていることを確かめる
35

〇ろう下等のスペースで，実際に

分

歩いたり，回転したりしてみて

・自分がパソコンになったつも

もよいことを伝える。

りで，プログラムどおりに歩
いたり曲がったりして思考を体験し具現化する。
正三角形も描いてみよう
・内角と外角の違いに気付きながら，プログラムする。

描けることに動作化などで気付
かせる。
・早く終わったペアは正五角形，正

・できたファイルは保存する。

５

〇外角の大きさを考えるとうまく

六角形，正八角形に挑戦させる。

◆学習感想を書く

☆試行錯誤しながら自分の考えを

分

プログラムで表現しようとして
いるか。（観察・ワークシート・
成果物）

４

本時の評価
正多角形を描くプログラミングを考えることを通して，決まりを確認することができたか。
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図 13 本時でのプログラミング例

５

授業後の感想（授業者）
（１）正方形を描くプログラムは，線を引く⇒向きを変える，をそのまま４回描くペアが多かったが，
中には「４回繰り返す」を使っているペアがいた（家でやったことがあるらしい）
。全体の前で
紹介をして，正三角形では「繰り返し」を使うことができていた。
（２）向きを変えるでは，右へか，左へか，分からないまま使っているペアもあった。事前にもう少
し詳しく説明してもよかった。
（３）授業のめあては口頭になってしまった。書かせることを省いてしまった。
（４）正方形のプログラムを作った後に，床のマス目を使って「９マス歩く，90 度向きを変える」
「４
回繰り返す」を，体を使って実際にやってみたことは，向きが大切であることや，プログラムの
内容を体感する意味で，とても良かったと思う。
（５）プログラムを作らせる際，前準備の部分（図 14）のプログラムがしっかりしていなかった。
（０，
０の位置に合わせて，90 度に向き，画面をクリアし，ペンを下ろす）また，拡大した提示の仕
方も知らなかったので，その部分で余計な時間がかかった。今回でそれが分かったのでスムー
ズな提示の仕方を知ることができた。
（“scrpen”という拡大・強調・指示ができるペン型のアプ
リ（図 15）を教えていただいた）

図 14 作図前に必要なプログラム

図 15 拡大・指示ツール

（６）プログラムを作らせるとき，
「ここから下の部分を，付け足して作ってみよう」と指示すれば，
色を変えてみたりする子供がいなかったと思う。
‐26‐

（７）正三角形がうまく描けなかった理由をまとめるとき，
「線を描こうとするときの向き」があるこ
とは伝えられたが，
「外角」という言葉は伝えられなかった。
（８）手で描くことと，プログラムを作ること，体をそのとおりに動かすことについて，話したので，
（まだ，なんとなくかもしれないが）つながった様子もあった。
６

授業後の感想（児童）
・作るのが意外と難しかった
・作り方が分かった
・三角形を作るとき 180°からその角を引かなければいけないことが分かった
・角度を変えたり，何度にするか考えたりするのが難しかった
・エムブロックでいろいろなことができるんだなーと思いました
・正三角形にするには 120°にプログラムしなければいけないと分かった
・つくれたが，90°動かすなどが難しかった
・楽しかった。でももう算数はやりたくない
・角度や辺の長さを命令することが難しかった
・むずかしいところも，ペアの人と一緒に協力してできた
・調整が難しくて考えるのに時間がかかった。正 1000 角形とかやってみたい
・むずかしい
・180°－（一つの角）°ということを初めて知りました。☆もやってみたい
・少し難しいところもあったけど，しっかり描けて良かった
・最初の正方形が難しかった。説明を聞いた後の正三角形は簡単だった
・難しかったけど，理由を聞いて納得できた
・もっと難しい形も作ってみたい
・エムブロックでつくるのがとても大変だった
・パソコンのアプリで，自分が作りたいものが作れるということが分かった
・少し考えたがすぐにできて，面白かった
・他の形も作ってみたい。どうやって形を作るのかが分かった
・エムブロックで正多角形の作り方が分かった。正五角形・六角形と大きくしていきたい

７ 授業参観の感想（情報部の方々より）
【塩沢主幹・指導主事】
・動きを図工室で確認した後，パソコン室に戻ってきて正三角形のプログラミングをしたが，説明の
際，動きと結び付けられるとよかった。歩数の確認，向きの確認。
・旗（スタート）ブロックを何回も押す児童がいた。意図しない線はなぜ出るのか一緒に考えるのも
よかった。失敗したのはなぜか，児童と教師が一緒に悩むこともプログラミング教育の在り方かも
しれない。
・プログラムを作る際，
「今どっちの方向を向いているのか」という声かけをするとよい。
【饗場主幹・指導主事】
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・板書の拡大図と，配布したプリントは同じだったが，一声「同じものだけど」などの声掛けがある
とよい。分からずに数値を記入していな子供もいた。
・他の児童の画面をみんなで共有できるとよい。
（命令数の少ない物，説明させること等）
【斎藤主幹・指導主事】
・初期設定（まず底辺を描く，黒色で描く，左回りに書く）を統一しておくと，余計な時間が省ける。
・座標入りの背景を使っても良かったのでは。
（＋，－は中学での学習だが，小中連携の意味でも，お
おまかに示すのもよいと思う。マイナスは向きが違うということが，目で見て分かるだけでもよい）
・体を使った動きの確認では，軌跡を分かるようにしたい。
（テープを張る，糸を付けておいて曲がる
ときおさえる，外なら足を引きずって線を描くなど）⇒90°よりも，正三角形をプログラミングし
たあと，120°曲がる，を体で体感させても良かったかもしれない。
・
「旗をクリックしたらスタート」だと，その図形だけで終わってしまうので，
「３をクリックしたら
正三角形を描く」とか「５を押したら正五角形を描く」というようにすれば，消えないし，板書す
る手間も省ける。
・２人１組の活用なら，空いたパソコンは教師の画面を出すようにすれば，黒板をいちいち見なくて
済むので，より良いのではないか。
・指示する側のトレーニングも必要。何を描くか分からないで，人に指示して動いてもらうようにす
れば，より「指示」の正確さや，忖度しない具体性が意識できる。そうすれば，
「分かりやすい指示
とは何か」に行きつき，それは国語領域になるのであるが，カリキュラムマネジメントの面から言
えば，そこに国語をもってきて指導すればよい。
・
「アンプラグド」の長所として，
「特別支援の児童にやさしく対応できるようになった」という報告
がある。一つの指示でも「分かってくれるだろう（忖度）」ではなく，しっかり具体的にやらないと
分からないという意識付けができるから。丁寧さが出てくるという報告がある。
・班での考えをより完成させるには，隣の班に実行してもらう（デバック）ということがある。
【岩澤主幹・指導主事】
・１年生への指導は不要ということなのだが，来年度の１年生を想定して，
「掃除の仕方を教えよう」
を４時間目にやってもよいのではないか。
「しぼる」とはどういうことなのか，
「水が滴らないぐら
いまで」絞るということ。
「元に戻す」とはどういうことなのか，
「元の写真をとっておく」それが
元ということ。それぐらい，忖度しなくてできるぐらい，具体的に指示を出すことがプログラミン
グだということ。
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①
総合
ゲーム
４時間目
１

②
総合

④
総合

⑤
総合

プログラ プログラ じゃんけん 修学旅行記
ミング

ミング

を教えよう

をつくろう

⑥
学活
動きの

⑦
体育

⑧
体育

ダンスを ダンスを

分解

創ろう

創ろう

⑨
総合

⑩
学活

設計書

教える

清書

リハーサル

コンピュータの特徴やプログラミングの意味を考える（アンプラグド）

日時 平成 30 年 6 月 22 日（金）５校時（13:55～14:40）
６年教室

２

③
算数

６年生 24 名

目標 「図形の角・正多角形の性質」（５年時の復習）
「じゃんけんを教えよう」
（総合「コンピュータを知ろう」
）
コンピュータの特徴について捉え，それを意識しながら「じゃんけんのルールを教える」こ
とを考える。
―教科の学習とプログラミング教育の関連―
文科省有識者会議による「議論の取りまとめ」では，
「各教科等で育まれる思考力を基盤としなが
ら基礎的な『プログラミング的思考』を身に付けること」を目指すとしている 。プログラミングの
みを取り立てて扱うのではなく，各教科等の内容と関連付けて指導することが求められている 。
「プログラミング的思考」について，前述の「議論の取りまとめ」では「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」ことだと述べている 。一方，中教審の「次
期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」では，算数科における「数学的な見方・考え
方」について「事象を，数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え，論理的・統合的・発展
的に考えること」としている。
前時の授業において「数学的な見方・考え方」と「プログラミング的思考」とを関連付けて育成
するための活動を設定した。コンピュータに意図したとおりの正多角形を描かせるためのプログラ
ムを考えることによって，正多角形についての決まりを見つけさせたり，考えた方法がどんな正多
角形でも当てはまるのか試行させたりした。
また，本時では前時の学習を振り返った後，コンピュータの良さや扱いにくさについて考える。
そこから，コンピュータに指令を出す（プログラミング）には，一つ一つ丁寧に，順を追ってやっ
ていくことの大切さに気付かせ，それを意識しながら，
「じゃんけんのルールを教える」ことを思考
させる。それが後の体育科への応用に生かされていくようにする。

‐29‐

３

展開
学習活動

〇指導上の留意点 ☆評価

◆前時の学習を思い出す

（準備物）

正三角形⇒120 歩動かす→120 度回す ３回繰り返す

図，巻き尺，ラインテープ，教

正三角形の拡大

師用分度器，１ｍ定規，養生テ
◆正三角形の作図を，動いて確認する
10

ープ

・歩いた後にテープを貼り，見えるようにする

〇音楽室に移動し，パソコン役
の児童がプログラムのよう

分

に動く。その軌跡にテープを
貼って可視化する。

◆コンピュータの良いところ，悪いところを考える

〇前時までの内容を思い出さ
せ，扱い易い点，にくい点の

コンピュータの良いところ，悪いところは何でしょうか

視点から出させる。

（良いところ）
・思ったことを作れる。ゲームができる。
・命令を正確にやる。
・何度も文句を言わないでやる。
（悪いところ）
・正確に命令しないと動かない
・一つ一つ丁寧に命令しないと動かない
・人の気持ちを想像して動いてくれない。
32
分

〇忖度してくれないことを話す

◆コンピュータに命令することは，３～４歳児に教えることと
似ている（言葉は分かるが，意味を教えたり，順序良く一つ
一つ丁寧に教えたりする必要がある）ことを知る。
３～４歳児にじゃんけんを教えるとしたらどう教えますか

〇一つ一つ丁寧に，意味から教
えてあげることを知らせる。
「見て覚えて」はできない。
〇ペアで考える。隣のペアと発
表し合う。全体で発表する。

‐30‐

◆３歳児にどう説明したらよいか考える
・グーは石。グーは手をにぎって丸くする。
・グーはチョキに勝つ
・同じもの同士だったら，あいこで，もう一回やる。等
◆考えた内容を発表し，ペア同士及び，全体で共有する

〇フロー，細かく分ける，順を
追っている，しっかり定義し
ている，記号を使っている，
などを紹介してほめる。

３

◆学習感想を書く

☆（観察・ワークシート・感想）

分
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コンピュータと人の違い

抽象化の考え

（コンピュータには不要）

図示している

図 16 ワークシートで見られたプログラミング的思考

４

本時の評価
３～４歳児に説明するように，
「じゃんけん」を説明しようとしていたか。

５

授業後の感想（児童）

（１）楽しかったこと
・隣の席の人と話し合うこと ３
・前に出て説明したこと
・教えるのが難しかったところ
・どうやったらよいか分からなかったこと，分かったときはすごくうれしくて楽しかった
・じゃんけんを深く考えたこと。パソコンをいじるより面白かったかもしれない
・いつも考えないことを考えたこと
・説明するとき絵や文章でやったこと
・みんなで話し合ったこと
・どうすれば分かってもらえるかを考えること
・パソコンの良いところ，悪いところが知れたこと
（２）難しかったこと
・３さいの子供には難しい言葉をつかえないから考えるのが難しかった ３
・どうやって説明するか ３
・パソコンに指令を出すのは，思ったようにうまくいかなくて，一からちゃんと教えないといけない
・いつも考えないことを考えたこと
‐32‐

・３さいの子供にグーチョキパーをどうやって説明するか
（３）疑問
・自分はじゃんけんをどうやって覚えたのだろう
（４）友達のこと
・二人で協力してできた ２
・ペアの友達は，実際に弟妹がいてじゃんけんを教えたことがあったらしい
・A さんと B さんが書いた紙には絵がかいてあって分かりやすいと思った
・みんなしんけんに考えていて，考え方がたくさんあってすごいなぁと思いました
（５）気付いたこと
・パソコンに命令を出すのは，本当に３～４才の子供に教えるのに似ている
・子供に教えるみたいにコンピュータにも丁寧に教えればできる
・パソコンは便利なものだと思った
・他のペアは自分たちペアの考え方とちがった
・絵と文を使った方が，説明が分かりやすかった
・パソコンに指令を出すときは，どうしたら思いどおりに動いてくれるのかを考えて，こまかく指示
を出すのが大切だと思った
・説明するときには，順番やバランスを考えること
・考えたことをパソコン（エムブロック）でやれば，じゃんけんゲームができることに気が付いた
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①
総合
ゲーム
５時間目
１

②
総合

③
算数

④
総合

⑤
総合

プログラ プログラ じゃんけん 修学旅行記
ミング

ミング

を教えよう をつくろう

⑥
学活
動きの

⑦
体育

⑧
体育

ダンスを ダンスを

分解

創ろう

創ろう

⑨
総合

⑩
学活

設計書

教える

清書

リハーサル

フロー図の考え方を知る

日時 平成 30 年 6 月 15 日（金）５校時（13:55～14:40）
PC 教室

２

６年生 24 名

目標 「旅行記をつくろう」（総合）
フロー図を知り，考え方を可視化することを意識させる。

３

授業について
修学旅行のまとめという時期でもあり，プログラミングに必要なフロー図を知らせ，考え方を可視
化して，順序どおりやっていくという体験をさせたいと思った。当初計画にはなかったが，必要な考
え方であるし，教室に常に掲示してもらうようにしてプログラミング的思考を意識するようにしたか
った。
授業では旅行記を場所ごとに A4 用紙 1 枚にまとめていくことを知らせ，フロー図（図 16）を見な
がら順序どおりにやっていくように説明をした。

図 17 旅行記づくりのフロー
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①
総合

②
総合
ミング

６時間目

⑤
総合

ミング

を教えよう

をつくろう

⑥
学活
動きの

⑦
体育

⑧
体育

ダンスを ダンスを

分解

創ろう

創ろう

⑨
総合

⑩
学活

設計書

教える

清書

リハーサル

動きを「分解」して捉える

日時 平成 30 年 7 月 18 日（水）５校時（13:55～14:40）
６年教室

２

④
総合

プログラ プログラ じゃんけん 修学旅行記

ゲーム

１

③
算数

６年生 24 名

目標 「運動会へ向けて」
（学活）
運動会の組体操で披露するダンスを「創作すること」について知り，プログラミング的思考
との関わりを考える。

３

展開
学習活動

〇指導上の留意点 ☆評価

◆運動会についてこれまでを振り返り，気持ちを向ける。

〇去年の組体操の映像を見て
振り返り，思い出させる。
〇より生き生きとした組体操

◆今年の組体操の「教師の願い」を聞く
・更に生き生きとした組体操をやってほしい

のために，
「ダンスを創作し，

・自分たちでダンスを創ろう

５年生にも教える」ことを知

・作ったダンスを他の人や５年生に教えよう

らせる。ビデオ編集アプリ予

は
じ
め

告編を活用する。
◆創作ダンスの概要について知る。
・色ごと（８人×赤，青，黄組）で創作すること
・
「やってみよう」
「crazy gonna crazy」のどちらかの曲で

15
分

・曲の中の４パートのうち，１パート（８拍×４）を担当す

〇チーム分け，パート分け，全
体の流れなどを，タブレット
アプリを使って，視覚的に説

ること
・作ったら他のグループや５年生に教えること
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明する。

◆創作ダンスにプログラミングの考え方が使えそうなことを
考える。

〇前時までの内容を思い出さ
せ，使えそうなことを出させ
る。

ダンスを創ったり，伝えたりするのに，プログラミングの
考え方が使えないでしょうか
・歌詞の順番どおりに踊りを創っていく
・1 フレーズとか，4 拍ごととか，細かく分けて考える。
・歌詞や曲からイメージしたことを，言葉などに表す。
・動作の意味などを考える。

〇児童のアイディアを，ブレイ
ンストーミング的に出させ，
板書する。

・動作を一つ一つ分けて考える。
・フローチャートに描けるかも。
・記号や色分けして考える。
27

（使えないところ）

分

・mBlock は使えない。
◆動きを作るときの表現について考える。
先生の動きを，書き表してみましょう
〇ダンスの創作の表現方法に

・ワークシートにペアごとに記入する。

ついて，例示する。

・できたところから発表する。

・右へ 1 歩→足揃え拍手→左へ

・違う表現の発表を聞く。

1 歩→足揃え拍手（4 拍）
・右回り→正面拍手（4 拍）
〇簡単で分かりやすかったの
はどれか考えさせる。
３

◆今後の見通しをもち，学習感想を書く

〇休み明けの流れなどを話し

分

て運動会へのモチベーショ
ンをもたせる。
☆（観察・ワークシート・感想）

４

本時の評価
ダンスの創作とプログラミングの考え方について，その関わりを考えていたか。

５

授業後の振り返り（授業者）

（１）授業前に「今年の組体操は何をするの？」と話しかけてきた児童がいた。組体操への関心は高い
と思った。
（２）
「運動会，組体操」と「プログラミング」について，当然だが考えたこともなく，「難しかった」
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と感想を書いた児童がいた。そこを考えることが授業のめあてだったのでそれでよいと思った。
（３）
「プログラミングの考え方で使えそうなこと」を出してもらった。最初は戸惑っていて，ワークシ
ートに書けていなかったが，周りと話すうちに少しずつ思い出しながら，結び付けて考えていた。
「一つ一つ丁寧に考えること」
「１秒のとき，こんな動作，２秒のときこんな動作と決める」
「順
番に考える」
「３歳児に教えるように」
「パターン（ブロック）考えて入れ替えたりしながら」な
ど予想したものが出された。また，
「作られたものを変えながら作る」といった意見も出されて，
これまでの授業の中での考え方を獲得し，表現した児童もいて驚いた。
（４）プログラミング的思考でダンスを伝達していけば，曖昧さがなくなり「全体をきちんと揃えられ
る」と思った。
（５）ワークシートを見ると「①図・絵に表す」ことが，児童にとっては分かりやすいのではないかと
思った。さらに，②４拍程度の全体を「ゆっくり回る感じで」という見出し（テーマ）をつけた
り，③記号（矢印）を使ったりすると，技のイメージがつかみやすいことや，④「数字（角度）
」
を使うとより正確に分かることや，足の動きや手の動きの⑤「項目に分けて」描くと分かりやす
くなることなどが，児童が記入したワークシートから読み取れる。また，詳しく説明しようとし
て，⑥文章に詳しく表すと，教えられる側としては動きにくいことが全体で共有できたと思う。
次回このような良いところを紹介しながら，教師が用意したシート（記入例のようなもの）を準
備すればよいのではないかと考えている。

◎

①絵を使っている

◎ ②見出し（テーマ）を付けている

◎ ③記号・矢印を使っている

◎ ④数字（角度）を使っている
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◎

⑤項目（手と足）に分けてかいている

△ ⑥詳しい長文は逆に分かりにくい

図 18 児童の設計書から分かりやすさ，分かりにくさの例示

６

学習感想（児童）

（１）楽しかったこと
・みんなで考えて，いろんな考え方があったところ ２
・プログラミングみたいに，先生のダンスを説明するところ
・みんなの意見を聞けたところ
・クイズのように２名の先生方にダンスを教えるところ
・先生の動きを説明するところ ３
・ダンスを創ること
・どうしたらうまく伝わるか考えるところ ２
・分かりやすく正確に説明したこと
（２）難しかったところ
・どうやって説明するか考えるところ ３
・ダンスづくりにプログラミングをどうやって使うか ２
・ダンスを創ることは難しいことだと分かりました ２
・正確に伝えること ６
・自分たちで組体操を考えること
・パターンを考えるところ
・説明するとき，一つ一つ丁寧に教えなければいけないところ
・動きを見て伝えたりすること
・５～８拍（回る動き）を表すこと
・詳しく説明しなければ，相手には伝わらないんだなと思った
・ダンスを教えるのは難しそう
（３）疑問
・どうやったらプログラミングを使ってダンスをつくれるのか
・８拍中，５拍は何だったんだろう。
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（４）友達のこと
・いろいろな考え方があった
・ダンスづくりにプログラミングを使うとすると…ということが考え合って分かった
・一緒に考えて，説明することができた。
（５）気付いたこと
・８拍の振りはとても簡単なのに，説明は難しい。
・角度を使うと簡単に分かったかもしれない。
・友達の意見を聞いて，プログラミングのことをたくさん使えるなと思った。
・自由に踊るのもよいと思う。
・分かりやすく教えるにはどうすればよいか，しっかり考えることができた。
・言葉で説明できないときは，図を使った方がいいんだなと思った。
・運動会が楽しみになった。
・自分が考えたことと，他の人（先生）に教えたこととがちがっていた。
・ダンスの教え方が分かった。
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①
総合
ゲーム
７時間目

②
総合

③
算数

④
総合

⑤
総合

プログラ プログラ じゃんけん 修学旅行記
ミング

ミング

を教えよう

をつくろう

⑥
学活
動きの
分解

ダンスを創作する

【予告授業】 15 分で概要を説明する
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⑦
体育

⑧
体育

ダンスを ダンスを
創ろう

創ろう

⑨
総合

⑩
学活

設計書

教える

清書

リハーサル

図 19 予告授業で使ったお便り
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【６時間目授業】
１

日時 平成 30 年 8 月 30 日（水）４校時（11:40～12:25）
６年教室

６年生 24 名

２

目標 ミニ班（４人）で２フレーズ分のダンスを創作することができる

３

展開 「ダンスを創ろうⅠ」
（体育「表現運動」
）
学習活動

〇指導上の留意点 ☆評価

◆プログラミング学習を振り返り，今後の見通しをもつ。

〇これまでの学習を振り返ら

５

・これまでの学習を思い出す。

せ，組体操のダンスを創る

分

・運動会のプロモーションビデオを見る。

ことを再度知らせ，意欲を
もたせる。

◆色（ミニ班４人）ごとに，ダンスを創作する。

〇分担する歌詞を選ばせ，ミニ
班で創作させる。教師から

歌詞をイメージしながら，ダンスを創ってみましょう

提示された動きを選択して
も良いし，自分たちで考え

・使用曲は「やってみよう（WANIMA）
」

た動きでも良いことを知ら

・色で創作したい部分の歌詞を選び，ミニ班で分ける。
・ホワイトボードに 16 拍分の動きを貼る。
・試行錯誤する。
36
分

せる。
〇ワークシートに 16 拍分を貼
れるものを用意する。拍に

・色のポーズを入れさせる

合わせた長さのマグネット

・
「よりテーマ（歌詞）に近い動きになるようにする。

を用意して，使用させる。
〇自分たちで考えた動きは，マ
グネットに直接記入させ
る。
〇ミニ班＋ミニ班で色のダン

できた動きを見合いながら，さらに良いダンスにしましょう
・ダンスをタブレットで撮影して，見合う。
・見合った中で，意見を出し合い，動きを改善していく

スとなることを伝える。
〇タブレットで撮影させ，自分
たちの踊りも見られるよう
にする

４

◆今後の見通しをもち，学習感想を書く

〇色としてのダンス，及び教え

分

ることを意識させる。
☆（観察・ワークシート・感想）

４

本時の評価
ダンスの創作について，根拠を伝えながら話合いをしていたか。

５

留意事項

（１）色のダンスが似かよらないようにするために，次のことをやってみる。
・歌詞の内容を考えて「テーマ」を決めた後，創作に入る。色の「ポーズ」を取り入れる。
・教師が示した「動き」を１つ選択して，それぞれが違う動きを取り入れる。
（他の色は使わない）
・並び方や，全体の動き（ウェーブなど）も紹介する。
‐42‐

・紹介しない動きも，児童の発想を大切に認めていく。
・５年生でもできるダンスを考えさせる。
・踊りたい場所なども，児童の意見を取り入れる。
・ミニ班のリーダーを集め，重複した動きがないか確認し，該当していたら変更させる。
（２）児童が考えるダンスの動き以外の部分は，教師が「移動」
「ポーズ」などを考えて，動きをスムー
ズにつなげていく。

①
総合

②
総合

ゲーム

８時間目
１

③
算数

④
総合

⑤
総合

プログラ プログラ じゃんけん 修学旅行記
ミング

ミング

を教えよう

⑥
学活
動きの

をつくろう

⑦
体育

⑧
体育

ダンスを ダンスを

分解

創ろう

創ろう

⑨
総合

⑩
学活

設計書

教える

清書

リハーサル

ダンスを創作する②

日時 平成 30 年 8 月 31 日（水）３校時（10:50～11:35）
６年教室・音楽室・活動室

６年生 24 名

２

目標 ミニ班（４人）で２フレーズ分のダンスを創作することができる。

３

展開 「ダンスを創ろうⅡ」
（体育「表現運動」
）
学習活動

〇指導上の留意点 ☆評価

◆一学期に行った，
「動きを正確に伝える」活動を思い出す。

〇動きの分析で良かったとこ

５

ろを紹介する。自分たちの

分

ダンスを振り返らせ思い出
させる。
◆ミニ班のダンスを教え合い，色としてのダンスを完成させる。
自分たちのダンスを，ミニ班同士で教え合いましょう
・自分たちのダンスを，もう一つのミニ班に教える。

37
分

〇教える中で，自分たちのダン

・教える中で，自分たちのダンスの動きを正確に分析する。

スの動きを客観的に把握さ

・互いを見あいながら，意見交換する。

せる。ワークシートに書き

・動きのつながりの中で無理な部分がないか確認する。

加えたいことが出てきたら
記入させる。

色のダンスを完成させましょう。
・見合った中で意見を出し合い，動きの改善が必要なら改善する。
・完成したダンスをタブレットで撮影し，記録する。
３

◆今後の見通しをもち，学習感想を書く

〇５年生に教えることを意識

分

するようにさせる。
☆（観察・ワークシート・感想）

４

本時の評価
ダンスの完成に向けて，話合いや動きの分析を行おうとしていたか。
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①
総合

②
総合

ゲーム
９時間目
１

③
算数

④
総合

⑤
総合

プログラ プログラ じゃんけん 修学旅行記
ミング

ミング

を教えよう

をつくろう

⑥
学活
動きの
分解

⑦
体育

⑧
体育

ダンスを ダンスを
創ろう

創ろう

⑨
総合

⑩
学活

設計書

教える

清書

リハーサル

ダンスを教える準備をする

日時 平成 30 年 9 月 3 日（月）５校時（13:55～14:40）
６年教室・音楽室・活動室

２

６年生 24 名

目標 「ダンスを創ろうⅢ」
（総合「コンピュータを知ろう」
）

５年生に教えることを想起して動きを正確に分析し，役割分担や流れを考える。
３

展開
学習活動

５
分

〇指導上の留意点 ☆評価

◆５年生に教えるために，正確な設計書を作ること，実際の流れ 〇明日，５年生に教えるとし
を考えることの，授業のめあてを知る

たら，という設定で必要感
をもたせる。

◆色のダンスをもう一度振り返り，設計書（ワークシート）見直
す
設計書を見れば，
「誰でも分かる」というものを目指しましょう

〇ワークシートに書き加えた
いことが出てきたら記入さ

・
「じゃんけん」の設計書づくりのことを思い出しながら，誰で
も分かる設計書にする。

せる。書き直したいという
色が出てきたら，新しい紙

37

を渡す。

分

〇８人での活動は難しい面も
あるが，色としてのまとま
役割分担や，流れも考えておきましょう

りを優先させる。
（ミニ班で
の活動とはしない）

・それぞれの色で，役割分担をする。
・教えるときの大まかな流れも考える。

〇設計書とは別の紙に書かせ
る。
３

◆今後の見通しをもち，学習感想を書く

☆（観察・ワークシート・感想）

分
４

本時の評価
教えることを想起しながら，設計書，役割分担，流れを考えている。

‐44‐

図 20 各色組の教え方メモ

図 21
清書（１回目）
した設計書
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①
総合

②
総合

ゲーム

③
算数

④
総合

⑤
総合

⑥
学活

プログラ プログラ じゃんけん 修学旅行記
ミング

ミング

を教えよう

をつくろう

動きの
分解

⑦
体育

⑧
体育

ダンスを ダンスを
創ろう

⑨
総合

⑩
学活

設計書

教える

清書

リハーサル

創ろう

10 時間目－検証授業－ダンスを伝える準備をする（５年生へ教えるためのリハーサル）
１

日時 平成 30 年 9 月 6 日（月）５校時（13:55～14:40）
体育館

２

６年生 24 名

目標 「創ったダンスを５年生に教える準備をしよう」
（学活「運動会へ向けて」
）

創った色のダンスを，５年生に教えることを想定しながら，より正確に分かりやすく伝える設計書
や伝え方を考えられるようにする。
３

展開
学習活動

〇指導上の留意点 ☆評価

◆これまでの授業を振り返る。

〇振り返りビデオを見せる。

４

◆月曜日に５年生に教えるということを知る。

〇５年生に教える日を伝え，必

分

・前時に立てた計画を確認する。

12
分

要感を明確にもたせる。

創ったダンスを，まず，他の色の人に教えてみましょう。

〇８人の中から，自分の色のダ

◆自分の色のダンスを，他の色の人に教える。他の色のダンス

ンスを教える人４人，他の色

を教えてもらう。

のダンスを教わってくる人２

・12 分程度で教える。

人＋２人を決める。
〇教えながら，書き足すことが

赤(教える)●●●●

青▲▲▲▲

↓
(教わる)▲▲■■

黄■■■■

↓

↓

●●■■

●●▲▲

出てきたら，赤字で記入して
よいことを伝える。設計書は
一人一人にコピーして配って
おく。

15
分

良かったところ，直したいところを出しましょう
・教えてみて，良くできたところ・できなかったところをワー
クシートにメモをする。
・教わってみて良く分かったところ・分からなかったところを 〇実際にやってみてうまくいか
ない部分を改善させる。
（トラ
ワークシートにメモをする。
・改善策やできていたところを出し合う。

イ＆エラー）
〇感じたことをメモさせる。

・もう一度，設計書を見直す。

〇設計書に付け加えたいこと
は，赤字で上書きさせる。
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もう一度，やってみましょう。
12
分

・メンバーを変えて教え合いをする。
〇メンバーを変えて，より分か
りやすくなるような教え合い
をもう一度させる。

２

◆学習感想を書く

☆（観察・ビデオ撮影・ワークシ
ート・感想）

分
４

本時の評価（授業観察の視点）
・正確に，分かりやすく，という意識をもち，教えたり話し合ったりしている。
・改善が必要になったとき，話合いをしてより良い方法を導き出している。
・
「～だから」など，根拠をもつて話合いをしている。
（このような言動をしている児童を，協力員の方々に記録（メモ）していただけたらと思う）

５

授業の実際 （授業後の研究討議より）
導入について（ビデオ編集アプリの予告編を使って，これまでの振り返りを行った）
〇ビデオ編集アプリは，イメージだけにとどまら
ず，今日のめあてにつなげることがあるとよか
った。
〇ビデオ編集アプリは，児童の意欲付けをするに
は手っ取り早いツール。ただイメージだけに酔
ってはいけないだろう。予告編はあくまで予告
編。痒い所に手が届くというものではない。
「や
ってみよう」の音楽にのせて，設計書を出して，
ダンスの動画を入れて…というものでもよかっ
た。
〇児童が作るめあてと正反対だが，こういう導入

図 22 予告編での導入

もあってよい。
「よく分かる」
「よく伝わる」の“よく”について
〇赤組には，間違いがあり，踊りと設計書が合っていなかった。
〇得意な子供はすぐ覚えられる。そうでない子供もいる中での教えである。
〇設計書どおりに伝えられたら”よく”である。時間的に内容的に伝えられたら”よく”である。
児童は達成感をもったら”よく”であると思う。
〇設計書どおりなら満足感が上がる。流れ→技・内容など。当日の授業の目的によると思う。
〇全体から見ると，達成感・モチベーション→技の洗練へとなると思う。
〇教えている方は細かくいちいち教えているのに，教えられている方は「ざっくりと教えられて…」
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と言っていた子供がいた。このギャップは何か知りたい。
〇感想シートの評価項目に「よく分かった」とある。
「よく＝設計書どおりにできた」に変えるとよ
い。
〇100 点の出来は，運動会当日でよい。５年生に教え
るという段階では，曲に合わせてなんとなく踊れる，
でよいのではないか。
〇段取りを付けることも大切である。まず，やって見
せる→次に，部分を教える→最後に振り返りをして
全体をやってみる，など。
〇トライアンドエラーが大切な過程である。それが段
取り力につながり，５年生に教えるときの壁を超え

図 23 黄組の伝達

る力になり，運動会の成功というゴールになる。
〇最終的には設計書に戻るのが大切。教えるときにか
ごに入れたまま使わなくても，
「これで良かったのか
な」と，設計書に戻っていくことが大切である。
〇今日の授業だけで見ることはしない。これから指導
するとき「だから違うってば。
」と言っていたことは
具体的ではない。
「ここがこう違うからこうした方が
いいんだよ」と言うことが大切。
〇だんだん，だんだん成長していく。
「ここが違う」と

図 24 青組の伝達

指摘できるようになる。どんどん成長して 100 点に
なっていけばよい。
教え合いの様子について
〇赤組１回目。
「やってみせることはしない」を忠実に
守り言葉だけで指示していたので，遅れていた。指
示がうまく伝わっていなかった。赤組２回目。２人
が２人に教える形だった。設計書は関係なくなって
いた（見ていなかった）
。
〇青組。２回目の表情が良かった。設計書を見ながら

図 25 教え合いの様子

マンツーマンでやっていた。２回目が大切だと思っ
た。教わる側として見たことが，教える側になったと
き生かされていたと思う。ある児童は説明のとき数
値を使っていた。
〇黄組。２対２（マンツーマン）に分かれてやっていた。
後半，同じ向きになって，時間配分もしていた。通級
の児童に（２対１）で寄り添いながら，大切に教えて
いた。
〇カウントを入れながら教える子供，設計書を見ながらこの
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図 26 ２回目の教え合いの様子

カウントのときはこの動き，と確かめていた。
〇最後の色での話合い。３班が複雑な踊りなので６分，４班は簡単なので５分などと割り振ってい
た。
〇技に名前を付けると分かりやすい，と気付いている児童がいた。「ランニングマンで通じるよ」
〇６年生の教え合いでは”ランニングマン”と技名を付けるのに意味がある。５年生に伝えるには”
ランニングマン”ではいけない。
〇青へ教わりに来ていた黄色の児童が帰るとき，ボックスステップを踏みながら「あ，面白い」と
言っていた。いい顔だった。
〇２回目の教え方では，表情が変わった。その点では良かった。
色での話合いについて
〇何をもって話し合うのか。教え合い班での話合い
がもう少しなければならなかった。教えた方と教
えられた方，双方の情報交換があると良かった。
（児童のやり取りなので心もとないが）
〇教え合い前半と教え合い後半の変化は読み取れ
た。教えた方は「よくできた」が，教わった方は
「あまり」というグループの絡みが，この時間で
評価できなかった。
〇班内での話合いがあれば良かった。（教える人が

図 27 振り返りの板書

もう一度ではないので，変化は見取れないが）
〇教え，教えられる中での交流があると良かっ
た。うまく教えられなかった自己評価の子供
に，
「できていたよ」という評価があれば返し
てあげたい。
〇先生が「どうして？」と次々に聞いていたと
ころが深まった部分だった。全体の話合いだ
ったからこそ深まった部分がある。
〇感想シートをみんなの前で読むだけでもよい
ので，返してあげたい。

図 28 振り返りワークシート

〇トライアンドエラーが授業内で仕組んであった。だんだん良くなっていくことがプログラミング
的思考である。
全体及び今後について
〇学活としての授業だった。後半の子供が，時間後にボックスを踏みながら自分の色に帰っていっ
た。とても楽しかったのだと思う。
〇子供が先生の立場になって教えるという経験が，今後大切になってくるだろう。お家の方に子供
の口から，
「こんなのやってるよ」と宣伝させてあげるとよい。６年生の親に「大変だったんだね」
と言ってもらえるようなお便り（連絡）を発信してもらいたい。
〇「45°」を徹底していくことで，ダンスが洗練されていく。
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〇練習の中で，設計書を使う。全体の前に出てやる経
験をさせたい。時間配分で「このぐらいあったら教
えられる」と言わせるのもプログラミング的思考だ
と思う。
〇５年生に教えるときに，児童へも時間の流れが分か
る資料があるとよい。
〇まとめのとき，
「プログラミング的思考」をどう定義
しているのかが改めて大切になる。それが検証授業
とどうつながっているのかを明らかにしたい。

図 29 授業後の表情

〇児童自身が「あっ，変わった」と自覚できることがこれからの教育には大切である。
「どうして変
わったのか」と児童に振り返らせることが今後大切になるだろう。
〇現場ではプログラミング教育について不安が多い。コンピュータを使って〇〇するではない。コ
ンピュータだからプログラミングではない。１年のまとめを発表大会で紹介してほしい。
〇ときどき情報をメールなどで発信してほしい。
（８）家庭との連携について
その時々の児童の活動の様子を，
「組体操新聞」として家庭に発信をした。組体操のねらいや児童
が努力している姿，内容の紹介など，児童を励ましてもらう内容を伝えた。

図 30 夏休み後すぐに
出した，組体操を
知らせるお便り(No1)
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図 31 運動会前に出した，児童への励ましをお願いしたお便り（No2）
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Ⅵ

研究の結果と考察
３つの観点（ダンス設計書，検証授業の様子，児童 A の変容）から，結果及び考察を述べ，研究のま

とめへとつなげていく（図 32）
。
研究の結果
③児童 の変容

②検証授業の様子

①ダンス設計書

A

研究のまとめ
図 32 考察の３つの観点

１

ダンス設計書の内容から

（１）教師の簡単な動きを設計書に表そう（事前授業５回目，１フレーズ８拍の動き）
ダンスの創作に入る前に，動きを見て覚えるだけではなく，正確に伝えることを念頭に置きなが
ら，その準備段階の授業を行った。教師が，サイドステップ→ターン→ジャンプ（手をたたく）と
いう簡単な動作をして見せ，その動きを正確に伝えてほしいと提案し，自由に設計書に記録させた。
ペアで記入させたところ，いろいろな意見を出し合って記入しており，児童の自由な発想が見られ
た。その設計書の記述から，プログラミング的思考が働いている（いない）という内容を抜粋して
みる。

図 33 図・絵で表している

図 34 テーマ（～な感じで）をつけている
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図 35 記号→などを使っている

図 36 角度の数値を使っている

図 37 項目分けしている

図 38

文章で詳しく説明している

児童の自由な発想に基づく記入にしたことにより，児童それぞれに特色ある記入の仕方をしてい
た。ワークシートを見ると「図・絵に表す（図 33）」ことが，児童にとっては分かりやすいのでは
ないかと考えられる。さらに，４拍程度の全体を「ゆっくり回る感じで（図 34）
」という見出し（テ
ーマ）をつけたり，
「記号・矢印（図 35）」を使ったりすると，技のイメージがつかみやすいことや，
「数字・角度（図 36）
」を使うとより正確に分かること，足の動きや手の動きを「項目に分けて（図
37）
」描くと分かりやすくなることなどが，児童が記入したワークシートから読み取れる。また，詳
しく説明しようとして，
「文章に詳しく表す（図 38）
」と，教えられる側としては全体をイメージし
にくいことが共有できたと思う。次回このような良いところを紹介しながら，教師が用意したシー
ト（記入例のようなもの）を準備すればよいのではないかと考えた。
（２）ダンス設計書の様式についての検討
計画当初は，１拍ごとに区切って，動きを創ったり記録したりすることを考えていたが，
「リズム
はつながった連続であり，最小単位は１フレーズ（８拍）であるのではないか」との意見が出され
た。よって図 39 のような１フレーズ分をひとまとまりとしたダンス設計書を作成した。１拍で区
切らず，点線を上部だけ書いておき，児童の創造性によって記入できる，自由度を高くしたワーク
シートである。これを事前授業５回目に使用した。
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流れ

1 フレーズ（8 拍）
拍

１

２

３

４

５

６

７

８

図 39 最初に作成した，１フレーズ単位の設計書（左から右への流れ）

さらに，第２回協力員部会では「mBlock で行うプログラミングの流れは上から下であるので，設
計書もそれに合わせた方がよい」との意見が出され，最終的には図 40 のような，上から下へ流れて
いく見取りの設計書とした。また，担当する部分の歌詞も付加することとした。
名
前
◎
ー

リ
ダ

ー

班
テーマ
歌詞

っ

や
た
こ

2

な

3

こ

4

も

5

と

い

流れ

フ
ー

レ
ズ
１

1

と

っ

や
て
み

6

よ

7

！

8

う

図 40 最終版ダンス設計書

（上から下への流れ

歌詞部分の付加）

（３）
「ダンスを創作しよう」
（事前授業６～８回目），「ダンスを伝えよう」
（９回目）の設計書
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前回の授業から分かりやすかったり，分かりづらかったりする部分を，ピックアップして児童に
フィードバックをした。具体例として，①図や絵を入れる
③記号を使う

④角度など数値を使う

②テーマ（技の名前など）を付ける

⑤手の動きと足の動きなど項目分けすると分かりやすい

⑥長文は逆に分かりづらくなる。という６点について説明した。
その説明の後に実際にダンスを創作して，設計書（清書１回目）に表す作業を行った。（図 42，
43 左側）
（４）検証授業における設計書
検証授業では，教え合いを２回行い，前半と後半の間に振り返りを行った（図 41）
。その話合い
の中で出されたことをもとに，設計書（清書２回目）を見直させた。
（図 42，43 右側）
【設計書について】
（〇良かったところ △直したいところ ※教師のアドバイス）
〇文だけではなく，図や絵があった
△考えたおどりとちがっていた
△45°とか書いていないところがある
△図や細かいところが分かりにくい
※その拍の技のポイント（動きの感じや，角度，気を付けることなど）を書き入れてみよう
※数字を使うと正確さが増すね
※もう一度見直して，５年生がそれを見さえすれば分かるというくらい，細かく書こう

図 41 振り返りで出されたこと（設計書についての部分）

検証授業の後，清書し直して，正式に５年生に渡した。
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（５）設計書の変容（検証授業前と授業後）

修正

図 42 図やポイントを入れ見やすくなった設計書(１班)

図 43 ひと目で分かるようになった設計書（６班）
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ひと目で分かる工夫（図示）

修正

変化が顕著だった設計書を図 42，43 に示す。これまでのプログラミング的思考を生かしてより
分かりやすい設計書になるように求めた。その結果，①技のポイントを書いている②図，絵を追加
している③項目ごとに分けて書いている④上から下へ見たとき，ひと目で分かる図示をしている
⑤矢印などの記号を入れている，などの変化が見られた。ただし下図（図 44）のように，特に変
化が見られなかった班もあった。

図 44 あまり変化の見られなかった設計書（設計書という面では，変化が見られなかった
が，教え方については有効な変化が見られた）
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（６）考察
・これら設計書の内容の変遷をみていくと，「より分かりやすく」「部分を細かく分けて」「丁寧に」
「３～４歳の子供に教えるように」といった，それまでに育成したプログラミング的思考を使っ
て，書き直していることが分かる。このことは「どうやったらうまく伝えられるか」を，検証授業
をきっかけに，じっくり考え直した結果であり，論理的思考力が育ってきていることを示してい
ると考えられる。
・目的に向かってよりよく改善していく「トライアンドエラー」の考え方を，授業設計に取り込んで
いたことで，何も知らない５年生にしっかり教えようという意識が出てきたとも考えられる。
・１回目と２回目の設計書でほとんど変わらない班も見られた（図 44）。この段階の「設計書」とい
う部分では，時間的制約などもあり変化が見られなかったが，
「教え方」の部分では変容が見られ
たところもあった。手立てとして，より良い設計書を教室掲示したり，紹介したりして更に見やす
く，誰にでも分かる設計書を意識させる必要があった。
・
「設計書を書く」という活動は，大きな課題を分解して考えるという，プログラミング的思考の中
でも特に重要な部分を学習することができた。何も知らない人に教えるということは，コンピュ
ータにプログラミングするのに似ている。それは自分の考え（ダンスの動き）を客観的に捉えると
いう意味でも役立った。
２

検証授業での児童の様子から

（１）授業前半の教え合い
授業前半の教え合いでは，１回目の清書をした設計書を見なが
ら，５年生に教えることをイメージして，まず６年生内で他の色
の人に教えることを行った。前日に 12 分間で教える際の，役割
分担や時間配分について考えさせておいた（図 45）
。
教え合いに入る際，
「こんな風にして」ではなく，
「設計書に書
いてあることを正確に伝えること」を強調して伝えたため，設計
書を読み上げて時間がかかっている班も見られた。各色の様子を
以下に示す（・協力員の方々の見取り →授業者の見取り）
。
【赤組】
・
「やってみせることはなし」を忠実に守り言葉だけで指示してい
たので，遅れていた。指示がうまく伝わっていなかった。
・設計書と創った動きが違っていた。

図 45 教え方メモ

→「言葉で説明すること」を忠実に守っていたので，時間が足り
なくなっていた。
教える４人が教わる４人と正対していた。
実際のダンスと設計書が違っていた。
【青組】
・B さんは数値を説明のときに使っていた。
→教える４人が教わる４人と正対して教えていた（図 46）
。
C さんが途中で，教わる側と同じ向きで教え始めた。
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図 46 正対して教えている（前半）

みんながそのときそのときに思いついたことを発言していた。
【黄組】
・２人対２人に分かれて教えていた。
・ダンスが得意な子供はすぐ覚えられていたが，そうでない子供
は時間がかかっていた。
→設計書を見ながら教えているが，正対したり横で教えたり，そ
れぞれがそれぞれに教えやすい方法で教えていた（図 47）
。
図 47 自分が教えやすい方法で（前半）

（２）前半の教え合い後の振り返り（全体で集まって）
【教え方について】
〇そのダンスの特ちょうを言ってくれた

△時間配分ができず教えきれなかった

〇細かく教えてくれた

△おどりを覚えたかの確認までできていない

〇思ったよりできた

△複雑な部分がもう少し

〇時間があればできそうだった

△丁寧に教えられなかった

△ざっくりだった

△覚えていなくても先に進んだ

【感想（点）
】前半（人）
４（よくできた）

３（できた）

２（あまりできなかった）

１（できなかった）

教えた人

１人

５人

５人

０人

教わった人

３人

６人

３人

０人

４（よく分かった）３（分かった） ２（あまり分からなかった）１（分からなかった）

トライアンドエラー

【後半どう教えるかについて】
（児童の意見・教師の指導）
・時間配分をしっかりと。
・手の角度など，数字を使って伝える。
・できれば１対１で教えた方が伝わりやすい。
・相手目線で教えるとよい。
・教える人が，教えられる人の立場になってみる。
F さんは教わる人の向きで教えていた。向かい合って
右というと，教わる人は左になる。言葉だけでも伝わ
りにくい。だから同じ向きで教えた方が伝わりやすい
図 48 右，左の教え方

（教師の指導 図 48）
。
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（３）後半の教え合い
【赤組】
・後半は２対２に分かれて同じ向きで教えていた。
・設計書は関係なく見ずに覚えていることを教えていた。
→親和的に教えていた。設計書を見ずに教えても最後はそこに戻ることが大切。
【青組】
・表情よく教え合っていた。設計書を見ながらマンツーマンで教えてもいた。
・教わる側として見たことが教える側になったとき生かされていた。
・カウントを入れながら教える子供は，設計書を見ながら「このカウントのときはこの動き」と確
かめていた。
・
「このおどりはランニングマンで通じるよ」という会話もあった。「動きに名前を付ける」
（抽象
化）ということも見られた。
→同じ向きで教えるようになっていた（図 49）
。振り返りで出された反省を生かして「50cm まで
近づいて」と数値で指示していた。
【黄組】
・同じ向きで教えていて，時間配分もしっかりしていた。
・相手目線で教えていた。特別支援の児童に２人がついて詳しく説明しながら教えていた（図 50）
。
→同じ向きで教えている児童もいたし，対面で教えている児童もいた。教えることに自信がな
く，見ているだけの児童が１人いた。丁寧に一つ一つ教えている姿が見られた。
（前半）

（後半）

図 49 青組による教え方の変化（正対から同方向へ変化している）

（後半）

（前半）

図 50 黄組による教え方の変化（正対と同方向で，丁寧に２人で教えている）
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（４）後半終了後の振り返り
後半終了後の振り返り（板書）を図 51 に示す。教えた人・教わった人は変わっているのでその人
自身の変化は見ることはできないが，教えた人の中で，
「よくできた」
「できた」の数が６人
（50％）から 11 人（92％）と大幅に増えた。しかし「できなかった」という児童が 1 人（８％）い
る。授業終了後「いろいろ考えたけど，どうしてよいか分からなかった」と感想を伝えに来た。初
めて教える立場を経験したという意味では前進したと思う。また，教わった人の中では，
「よく分か
った」
「分かった」が９人（75％）から 11 人（92％）へ増えた。
【感想】前半（人）⇒後半（人）
４（よくできた） ３（できた） ２（あまりできなかった） １（できなかった）
教えた人

１⇒８

５⇒３

６⇒０

０⇒１

教わった人

３⇒９

６⇒２

３⇒１

０⇒０

４（よく分かった）３（分かった） ２（あまり分からなかった）１（分からなかった）

フィードバック
教えた人の意識の変化
４よくできた

３できた

２あまり

１できなかった

前半

後半

0%

20%

４よくできた

40%

60%

80%

100%

教わった人の意識の変化
３できた ２あまり １できなかった

前半

後半

0%

20%

40%

60%

80%

100%

図 51 授業後の振り返り

（５）授業後アンケート（運動会後 10 月 12 日実施）から
児童の記述内容とビデオでの見取りにより，プログラミング的思考のどの部分がみられたかを表にまとめた
（図 52）。
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児童
Ｎｏ

1
2
3
4
5
6
7
8

何もわからない５年生にダンスを教えるのが，パソコンにプログラムを打つのに似ていて，うまく経験を活かして教えられた

記述
プログラミング学習をやってきて，役に立った（と感じた）ところ
今までの自分と変わった（と感じる）ところ
分解教えること
前までは少しだけ雑だったけど，教える時は１つ１つ丁寧にやることができた
わからない
頭の回転が少し良くなった
間違いなく，小さな動きを教えられた
１つ１つの小さな動きも，動作として考えるようになった
説明がうまくできた
丁寧に教えるようになった
教えるのが少しだけ上手になった
相手目線におしえるのが当たり前のようにできるようになった。

人にダンスなどを分かりやすく教えるには，ひとつひとつ分解まとめて教えるということが分かった

今までは大雑把だたけど，１つ１つ丁寧に教えられるようになった

パソコンに指令を出すのは予想外なこと（例えば角度の変え方）などがたくさんあった

いつも人に教えると，雑だったけど，少し丁寧になったと思う
自分からいろいろやってみたいと思うようになった。パソコンでいろいろやって楽しいとすごく感じた

ダンスを考えているときプログラミングのことと同じように考えた
9
見せて教えないで，言って教えるなんて今までやったことがなかった
自分でいろいろなことにどんどんちょう戦できるようになった。
自分でこうしたらこうなるのか，と考える力が身についた
何度（角度）とか行動することが，ダンスに役立った。それ以外の生活に関しても役に立つなと思ったことがある
生き生きとはきはきと行動するようなことが変わった。ゲームも楽しいし，生活系のこともあってそこも変わった

教える時に詳しく教えるようになった
少しずつ教えるようになった。機械系に少し強くなった
わかりません
プログラミングが少しできるようになった。
分解指令するところ
前よりも５年生の気持ちになって教えることができるようになった。
低学年に教えたりするとき
低学年生などの人たちに教えるのが少しうまくなったかなと感じた。
普通の小学生より人に教えたりするのが得意になったと思う。
今まで人に教えるのが苦手だったけど，教えるのが得意になった
手の角度とか細かいことを言うようになった
説明に細かく言うようになった
少しだけ人に教えるのがうまくなったと思う
説明するときに細かい所まで説明するようになった
「こうやって」なっどを言わずに，自分で工夫して伝えたり教えたりできるようになったこと

５年生に「こうやって」と見せるだけでなく言うようになり，教える場面で役立った

３歳の子にじゃんけんを教えることを考えたことが，組体操を書くことに役立った

ダンスを教える時に，５年生がすぐ覚えてくれて役立ったと思った
説明能力が上がったと思う

〇
〇
〇

〇

◆
〇

〇
◆
〇

〇

◆

〇

〇
〇

〇

〇
〇

◆
〇

〇

〇
◆

分解

※

◆

〇

◆

◆

※

抽象化

パターン認識

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

◆
※

〇

〇

※

〇
◆

◆

トライアンド プログラミング
技能
エラー

プログラミング的思考力（事後アンケートの見取り〇，学習感想からの見取り◆，ビデオによる見取り※）

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

◆

※
※
◆

段取・順次

暗黙の了解 アルゴリズム
曖昧さをなくす

〇

※
〇
〇
〇
〇
〇
◆
◆
〇
〇
◆
〇
〇
◆
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
◆
〇
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
今までより工夫して教えられるようになった
５年生にダンスが伝わった所
22
無回答
指示の仕方
23
しっかり丁寧に教えるようになった
５年生に教える時に，教えやすかった
学校などで説明するとき，前より分かりやすく伝えらえるようになってきた
24

図 52 事後アンケートの記述とビデオでの見取りによる，児童のプログラミング的思考

（６）考察
≪振り返りの仕方について≫
教え合いの後の振り返りを全体で行ったが，その前に，グループ内でも行えば良かったとい
う意見があった。教えた人と教えられた人の直接の意見交換があれば，もっと細かい指示の仕
方や，気持ちのもち方が分かる。教えた方は「しっかり教えた」つもりだったのに，教わった
方は「ざっくりだった」という感想の矛盾を明らかにするなどのフィードバックもできたので
はないかと思われる。
≪暗黙の了解について≫
「大体こんな感じで」ということは，機械には通じないという経験から，数値を用いて曖昧
さをなくすように考えてきた。それが「相手目線で」「分かりやすく」という考え方につながっ
たものと思われる。
「前までは雑だったけど」
「一つ一つ丁寧に」という記述から，そんなプロ
グラミング的思考を読み取ることができる。
≪分解について≫
プログラミング学習を行うことで，それまでなかった細かい部分まで考えるようになり，う
まく教えられるようになった，一つ一つ丁寧に考えるようになったという記述が多く見られ
る。プログラミング的思考の一部分である分解して考えることを通して，教え方に自信が出て
きたことが分かる。
≪トライアンドエラーについて≫
子供の中からトライアンドエラーの内容として「相手目線で教えること」が出された。特に
右と左を教える際には正対では教えにくく，また，声の指示だけでも直感的には分からない。
だから「教えられる５年生と同じ向きで」教えた方がより分かりやすいことが，実感できたよ
うである。このことから，一度うまくできなかったことでも，改善していくために必要なこと
であるという「トライアンドエラー」の思考が働き，より意図した動きに近付けていこうとい
う取組が見られた。この点でもプログラミング的思考が働いていることが分かる。
事後のアンケートでも「いろんなことにチャレンジしようという気持ちになった」とプログ
ラミング教育の中から自分が変化してきたことや，生活上でも生かせるという実感を挙げてい
る児童がいる。
「いきいきとはきはきと行動するようになった」「自分からいろいろやってみた
いと思うようになった」と積極的な行動意欲をもつている児童もおり，生活全般への肯定的な
変化も見られている。このことからも間違いを間違いとして恐れなくなり，次へのステップと
して捉えようとする考え方の育ちが分かる。
以上のことから，プログラミング教育を行っていく過程において，その考え方に影響を与
え，
「こうしたら，こうなる」という論理的思考力が育っていったことが分かる。更に言えば，
いろいろなことにチャレンジしてみたいという欲求を育て，建設的な生き方をも育んでいると
いえるだろう。
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３

児童 A の変容から
児童 A のワークシート・学習感想からその変容を追ってみる。

（１）１時間目
児童 A は学習アンケートで，
5 月 25 日

パソコンを使うことを「きら

１時間目の感想

パソコンを使うことを「きらい」

い」とクラスで１人だけ答えて

と一人だけ答えている。理由は

いる。その理由は「やりにくい

「やりにくい」
「楽しくない」
「す

から」
「すぐあきるから」
「楽し

ぐあきる」
「めんどう」
「ほかのこ

くない」
「めんどう」
「他のこと

とが面白い」

が面白い」であった（図 53）
。授
業の様子を見ても，集中してパ
ソコンの画面に釘づけという状
態ではなかった。ペアでの作業
であったが，自分がパソコンに
触れていないときには近くの仲
の良い友達のところへ行き，話
している様子が見られた。

図 53 １時間目の学習感想

パソコン自体に興味があまり
ないのか，素直に好きだと答え

大きな変化

られないのか，ただ単に友達の
様子が気になったのか推測する
しかないのだが，今後支援が必
要な児童であることを確認し
た。
（２）２時間目
２時間目は自分の好きなキャ
ラクターを選び，それに合った
ウォーキングをプログラミング
するという授業を行った。学習
感想を見ると，
「速くしたり，お
そくしたり，自分の思いどおり

5 月 29 日

にできるのが面白かった」
，
「と

２時間目の感想

数字を変えるだけで自分の思いを

ても楽しかった」と書いている

表現できることに面白さを感じて

（図 54）
。これは大きな変化であ

いる。人ではできないことをパソコ

る。

ンでできる楽しさを感じている。

特に個別の支援をしたわけで
はないが，とにかく「楽しい」

図 54 ２時間目の学習感想

と思ってもらえる授業にするよ
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図 55 ウォーキングとそのプログラム

うには心がけた。グループ研究会でもその点が出されており，自分の好きなキャラクターを歩い
ているように見せる「ウォーキングをプログラミングしよう」学習課題とした。簡単なプログラ
ム（図 55）であるが，自分でキャラクターを選び，プログラミングして，アニメーションのよう
に歩かせる。結果をすぐに確認でき，
「速く歩かせたり，遅くしたり」を自分自身でできること
に，興味を覚えたようである。また，楽しかったことだけではなく，
「どれをえらべばしっかりう
ごくか，えらぶのがむずかししかった」と難易度が高かった部分も記述している。この時間にウ
ォーキングさせるキャラクターをたくさん用意したのだが，そのキャラクターに合った動きをさ
せることにより興味・関心があったことを示している。
このように，動作を分解し，抽象化して考え，きちんとプログラムすれば，自分の思ったよう
にきちんと動くということに嬉しさを感じていた。普段，つくられているゲームで遊ぶことや，
パソコンを使って調べ物をしたりすることに対してはあまり興味をもてなかった児童 A だが，
「自
分の意志で」
「自分の意図するものを」「つくることができる」
「変えることができる」「結果をす
ぐに確かめられる」といった，ビジュアルプログラミングのよさによって興味・関心を喚起され
ている。
（３）３時間目
算数でのプログラミングを行っ
た。正三角形を mBlock で描かせる
内容であった。内角は 60°である
が，実際のプログラミングでは
120°と入力することや，３回繰り
返すことなどを学習した。
感想には「楽しかった」とプロ
グラミングを行った楽しさが記述
されているが，
「算数はやりたくな
い」といった本音の記述も見られ
た（図 56）
。
図 56 ３時間目の学習感想
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（４）４時間目
「じゃんけんを３～４歳の子供に教えるとしたら」の授業であった。学習感想に「じゃんけん
についてあんなに深く考えたことはなかった」「パソコンをいじるより面白かった。またやりた
い。
」という記述があり，自分で事象を分解・抽象化し，深く考えるプログラミング的思考に楽し
さを感じることができていた。そして，ワークシートにはペアの児童と協力しながら，図や絵を
入れて分かりやすく一生懸命に記述している（図 57）
。
このことからも，この授業の中で，普段インターネットで動画を見たり，調べ物をしたり，ソ
フトで絵をかいたりしてパソコンに親しんでいても，そのこと自体にあまり興味がない児童 A も
取り込んで，楽しさを感じさせることができている。
また，
「じゃんけん」は児童にとって，より身近な事象であり，遊びであり，誰もが知っている
ものである。そのような事象を教材としながら，楽しく学んでいく。そして，生活や社会とのつ
ながり，役立たせる活用力・アイディアを育んでいくことが必要であると感じた。

6 月 22 日

４時間目の感想

ワークシートに熱心にかいてい
6 月 22 日

４時間目のﾜｰｸｼｰﾄ

た様子が感想からも読み取れる。

絵や図を入れながら，丁寧に説明し

「じゃんけんを深く考えたこと

ようとしている。友達と協力しなが

がパソコンより面白かった」と記

ら，ワークシートに一生懸命記入を

述している。

している。

図 57 ４時間目のワークシートと感想
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（５）５時間目

7 月 18 日

５時間目のﾜｰｸｼｰﾄ

ある人の１フレー

絵や入れ，動きのポイントを吹き出

ズ分の動きを，拍に

しで簡潔にまとめている。感想でも

分解して捉え，他の

「分かりやすくしっかり考えること

人に正確に伝えると

ができた」と記述し，意欲的に学習

いう授業だった。ワ

している様子が見て取れる。

ークシートを見る
と，初めての経験で
あろう学習に対して
も，より正確に分か
りやすく教えようと
いう意図が見て取れ
る。
「大体こんな感
じで」とか「やって
みせるから真似し
て」ではなく，誰が
見ても分かりやすく
という観点をしっか

パッと見て分かりやすい

りもちながら，ワン

図 58 ５時間目のワークシート

ポイントアドバイス
などを入れて具体的に示している（図 58）
。
（６）考察

はじめは，パソコンを使うことに対して，興味・関心がなかった児童 A であったが，プログラ
ミング的思考を端的に扱うビジュアルプログラミング（mBlock）によって，その楽しさを感じる
ことができた。そして，２時間目以降は，プログラミングを活用した学習に対して後ろ向きの感
想をもっていないことから，生き生きと学習を進めたことが分かる。
さらに「じゃんけんを３～４歳の子供に教えるとしたら」や「動きを正確に伝えるには」とい
った教材を学習する中で，フロー図を使う・事物を細かく分けて考える・図や絵で示すといった
体験をし，プログラミング的思考を自ら獲得していった様子が分かる。ここでいうプログラミン
グ的思考とは，分解・抽象化・トライアンドエラーなど，諸課題を解決するための力である
（P62，図 52 の表の No9 の児童である）
。
児童 A は，プログラミング教育を行うことにより，生き生きと自ら学習するようになり，主体
的・対話的で深い学びの中から，論理的思考力を育んでいったことが分かった。
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Ⅶ

研究のまとめ

１

研究の成果

（１）超スマート社会を迎える現代において，将来を生きる子供たちが生き抜く力を付けるために，
プログラミング教育を行っていく必要があることを認識することができた。
（２）ICT 機器を有効に活用することで，プログラミング教育を効果的に行うことができた。
（３）５月～９月のプログラミング教育において，プログラミング的思考を使った授業を行い，その
中で mBlock によるプログラミングも行った。そして，思考をより主体的なものとするための課
題設定（組体操のダンスを自分たちで創作して，自分たちで伝える）をしたことにより，論理
的思考力獲得のための大きな原動力を得ることができた。その結果，児童は教えることに対し
て，課題を細かく分けたり，相手の立場に立ち順を追って教えたりして「しっかり考え，丁寧
に教えられるように」なった。その過程や成果から児童の論理的思考力が育っていったことが
分かる。具体的には以下（４）～（７）のプログラミング的思考＝論理的思考力を育んでいく
ことができた。
（４）≪暗黙の了解≫
プログラミングとは，機械に「曖昧さがないように指示を伝えること」であり，機械に分か
るように「簡潔に意味を伝えること」である。この意味を，アンプラグドを通して学ばせるこ
とができた。機械を「３歳ぐらいの子供」に置き換えて考えさせたことが，効果的に思考させ
ることにつながった。
「言葉は分かるがやったことがない，意味を知らない」ところがコンピュ
ータと３歳児が似ているところである。授業では「じゃんけんを３歳の子供に教えるとした
ら」や，
「先生の動きを，他の先生に教えよう」を行った。
（５）≪分解≫
ダンスを「教える」ということにプログラミング的思考である「分解」が大きく働いた。児
童は創った動きを１拍ごとに分けて，図やワンポイントアドバイス，説明などをつけて設計書
を書くことができた。動きを正確に伝えるうえで，自分たちが創ったダンスを客観的に把握す
ることや，１フレーズを「大体こういう感じ」で伝えるのではなく，１拍ずつ細かく丁寧に分
けて，数値で表現するというようなところに，プログラミング的思考がうまく生かされた。
このことから，大きな課題も，小さなまとまりごとに分けて考えると，簡単になったり正確
にできたりするという思考力を付けることができた。
また，プログラミングやアンプラグドで一通りの体験をさせることができたことも成果であ
る。
（６）≪抽象化≫
今回の授業では，一連の動きに名前を付けていたところから「抽象化」が見られた。例えば
動きを設計書に書くと，足の動きが複雑に繰り返され，８拍すべてを書く必要がある動きで
も，
「ランニングマン」とすれば，知っている人には伝えられるというところである。また，
「ゆったりとした感じで」と，拍のまとまりにテーマをつけていたことからも，抽象化の思考
力がみられた。
（７）≪トライアンドエラー≫
ワークシートの学習感想などからも，「間違いを恐れず，いろいろなことにチャレンジするよ
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うになった」という記述が見られた。間違いが単なる間違いではなく，自分の意図を達成する
ための「ヒント」になる，ということを感じさせることができた。
（８）以上（４）～（７）のことから，身近な教材で児童は主体的に，
①事象を細かく分けて考えることが大切であること。
②３歳児（言葉は分かるが，意味を知らない）に教えることは，機械に指示するのに似てい
ること。
③人（意味を教えると伝えやすい）とコンピュータ（意味は分からなくても定義さえすれば
指示どおりにやってくれる）の違いについて。
④教えるために作った設計書は，実は自分たちのダンスを客観的に共有するためにも有益で
あったこと。
⑤プログラミング的思考として，コンピュータと人との違いやフロー図の見方等の知識，分
解・抽象化・パターン認識・トライアンドエラーの考え方を知ったり，使ったりしたこ
と。
を学ぶことができ，論理的思考力を高めることができた。
（９）その結果として，特別な支援が必要な児童に，ダンスを伝える際には２人がついて丁寧に説明
したり，一緒に踊って教えたりする姿も見られた。
「教え方が優しくなった」という点もプログ
ラミング教育の大きな成果であるといえる。
（10）今回，教科・領域への応用として，
「ダンスを伝達する」ことを，プログラミング教育で行っ
た。プログラミング的思考を使った活動を取り入れることは（向き不向きというものもあるの
で）
，実際にはハードルが高いところもある。しかし，プログラミングだけを教えていればよい
というのではないことや，学校生活の中で，思考を使って活動することの有用さを示すことが
できた。普段の生活の中でプログラミング的思考を使っている場面は数多く，それを意識しな
がら活動していけばよいことが分かる。単にプログラミングのみを行うのがプログラミング教
育ではない。
２ 研究の課題
（１）今回の研究では，算数・総合的な学習で授業を行ったが，学習指導要領で示されている内容の
「理科」についても実践を行っていくことが急務である。
（２）検証授業の内容を当初の計画から変更した。体育「ダンスをつくろう」の計画を，学活「運動
会へ向けて ５年生に教える準備をしよう」とした。理由は，途中でダンスの創作にプログラ
ミング的思考を使うのは難しいと感じたからである。ダンスは曲を聞き込み，曲想や歌詞から
イメージをして，自分の体の動きのイメージと組み合わせながら創作していく。プロでも振り
を付けるのに１週間集中して行うということを知り，今回のようなダンスにも当てはまるだろ
うと予測した。他県の中学年で試行されていたリズムダンスは，ジャンプ・回る・ステップな
どの簡単な動きの組み合わせだった。
（３）授業を教育課程上の剰余時間を利用することで実施した部分がある。この１年で行ったこと
を，学年の教育課程に落とし込むことはできない。１年生から６年生までの全体を見通した計
画の中に，無理なく組み込んでいく必要がある。発達段階に応じた ICT 操作スキルの向上と，
プログラミング教育を，全学年を通した計画の中で身に付ける必要がある。
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（４）本研究をどう現場に還元していくかを模索していく必要がある。ICT 環境が整っていない中で
も，ICT 操作スキルの向上を図ったり，校内研究会等で全教師がプログラミングを体験したり，
現状でできることをやっていかなければならない。
（５）成果でも述べたが，各教科において，特別にプログラミング教育を行うのではなく，主体的・
対話的で深い学びの一つの手立てとして，論理的思考力の獲得を進めていくことが大切であ
る。プログラミング教育への抵抗感を軽減するための取組が必要である。
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