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総則総則総則総則

・各学校においては，児童の発達の段階・各学校においては，児童の発達の段階・各学校においては，児童の発達の段階・各学校においては，児童の発達の段階
を考慮し，言語能力，を考慮し，言語能力，を考慮し，言語能力，を考慮し，言語能力，情報活用能力（情報情報活用能力（情報情報活用能力（情報情報活用能力（情報
モラルを含む。）モラルを含む。）モラルを含む。）モラルを含む。），問題発見・解決能力等，問題発見・解決能力等，問題発見・解決能力等，問題発見・解決能力等
の学習の基盤となる資質・能力を育成の学習の基盤となる資質・能力を育成の学習の基盤となる資質・能力を育成の学習の基盤となる資質・能力を育成

・・・・情報活用能力情報活用能力情報活用能力情報活用能力の育成を図るため，各学の育成を図るため，各学の育成を図るため，各学の育成を図るため，各学
校において，校において，校において，校において，コンピュータや情報通信ネッコンピュータや情報通信ネッコンピュータや情報通信ネッコンピュータや情報通信ネッ
トワークトワークトワークトワークなどのなどのなどのなどの情報手段情報手段情報手段情報手段を活用するを活用するを活用するを活用する

・イ・イ・イ・イ 児童が児童が児童が児童がプログラミングプログラミングプログラミングプログラミングを体験しながら，を体験しながら，を体験しながら，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コンピュータに意図した処理を行わせるたコンピュータに意図した処理を行わせるたコンピュータに意図した処理を行わせるた
めに必要なめに必要なめに必要なめに必要な論理的思考力論理的思考力論理的思考力論理的思考力を身に付けるたを身に付けるたを身に付けるたを身に付けるた
めの学習活動めの学習活動めの学習活動めの学習活動

算数・理科・総合的な学習の時間算数・理科・総合的な学習の時間算数・理科・総合的な学習の時間算数・理科・総合的な学習の時間
第１章総則の第３の１の第１章総則の第３の１の第１章総則の第３の１の第１章総則の第３の１の(3)のイに掲げるのイに掲げるのイに掲げるのイに掲げるププププ

ログラミングログラミングログラミングログラミングを体験しながらを体験しながらを体験しながらを体験しながら論理的思考力論理的思考力論理的思考力論理的思考力
を身に付けるための学習活動を行うを身に付けるための学習活動を行うを身に付けるための学習活動を行うを身に付けるための学習活動を行う
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教科教科教科教科とプログラミングとプログラミングとプログラミングとプログラミング的思考的思考的思考的思考とのとのとのとの関係関係関係関係
担当担当担当担当：：：：赤堀侃司赤堀侃司赤堀侃司赤堀侃司

１１１１．．．．担当担当担当担当のののの指示指示指示指示にににに従従従従ってってってって、、、、問題問題問題問題をををを解解解解いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。

２２２２．．．．時間時間時間時間はははは、、、、55555555分分分分ですですですです。。。。

３３３３．．．．合図合図合図合図があるまでがあるまでがあるまでがあるまで、、、、問題用紙問題用紙問題用紙問題用紙をををを開開開開かないでくださいかないでくださいかないでくださいかないでください。。。。

４４４４．．．．解答解答解答解答はははは、、、、直接直接直接直接、、、、問題用紙問題用紙問題用紙問題用紙にににに書書書書きききき込込込込んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。

５５５５．．．．解解解解きききき終終終終わってもわってもわってもわっても、、、、教室教室教室教室をををを出出出出ないでくださいないでくださいないでくださいないでください。。。。

６６６６．．．．質問質問質問質問があるがあるがあるがある人人人人はははは、、、、黙黙黙黙ってってってって手手手手をををを挙挙挙挙げてくださいげてくださいげてくださいげてください。。。。

７７７７．．．．問題用紙問題用紙問題用紙問題用紙はははは、、、、回収回収回収回収しますしますしますします。。。。

（（（（NPONPONPONPO））））教育教育教育教育テストテストテストテスト研究研究研究研究センターセンターセンターセンター 秋実験秋実験秋実験秋実験
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あなたのあなたのあなたのあなたのIDIDIDID番号番号番号番号：：：：

以下以下以下以下のののの問問問問いにいにいにいに、、、、○○○○でででで囲囲囲囲ってくださいってくださいってくださいってください。。。。
①①①① 男男男男 女女女女
②②②② 学部学部学部学部はははは、、、、 理系理系理系理系 文系文系文系文系
③③③③ 数理系数理系数理系数理系がががが、、、、 得意得意得意得意 得意得意得意得意でないでないでないでない
④④④④ どちらかとどちらかとどちらかとどちらかと言言言言うとうとうとうと、、、、 文章派文章派文章派文章派 映像派映像派映像派映像派
⑤⑤⑤⑤ 授業授業授業授業はどちらかとはどちらかとはどちらかとはどちらかと言言言言うとうとうとうと、、、、前前前前のののの席席席席 後後後後ろのろのろのろの席席席席 がががが多多多多いいいい
⑥⑥⑥⑥ 家庭教師家庭教師家庭教師家庭教師をするのはをするのはをするのはをするのは、、、、好好好好きききき 好好好好きではないきではないきではないきではない
⑦⑦⑦⑦ 友達友達友達友達とととと議論議論議論議論するのがするのがするのがするのが、、、、 好好好好きききき 好好好好きではないきではないきではないきではない
⑧⑧⑧⑧ 論理的論理的論理的論理的なななな科目科目科目科目はははは、、、、好好好好きききき 好好好好きではないきではないきではないきではない
⑨⑨⑨⑨ どちらかとどちらかとどちらかとどちらかと言言言言うとうとうとうと、、、、直感的直感的直感的直感的にににに 筋道筋道筋道筋道をををを立立立立てててててててて 考考考考えるえるえるえる
⑩⑩⑩⑩ 旅行計画旅行計画旅行計画旅行計画をををを立立立立てるのはてるのはてるのはてるのは、、、、好好好好きききき 人人人人にににに任任任任せるせるせるせる
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以下以下以下以下のののの問問問問いにいにいにいに、、、、答答答答えをえをえをえを、、、、○○○○でででで囲囲囲囲ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

⑪⑪⑪⑪ 推理小説推理小説推理小説推理小説をををを読読読読むのがむのがむのがむのが、、、、好好好好きききき あまりあまりあまりあまり好好好好きではないきではないきではないきではない
⑫⑫⑫⑫ ゲームをゲームをゲームをゲームを自分自分自分自分でででで、、、、作作作作りたいりたいりたいりたい 作作作作りたくないりたくないりたくないりたくない
⑬⑬⑬⑬ 工作工作工作工作などのモノつくりはなどのモノつくりはなどのモノつくりはなどのモノつくりは、、、、好好好好きききき あまりあまりあまりあまり好好好好きではないきではないきではないきではない
⑭⑭⑭⑭ クラスクラスクラスクラス会会会会などのなどのなどのなどの企画企画企画企画をするのはをするのはをするのはをするのは、、、、

好好好好きききき あまりあまりあまりあまり好好好好きではないきではないきではないきではない
⑮⑮⑮⑮ テストのテストのテストのテストの答案答案答案答案のののの返却後返却後返却後返却後にににに、、、、どちらかとどちらかとどちらかとどちらかと言言言言うとうとうとうと、、、、

見直見直見直見直すほうすほうすほうすほう 見直見直見直見直さないほうさないほうさないほうさないほう
⑯⑯⑯⑯ 数学数学数学数学のののの証明問題証明問題証明問題証明問題はははは、、、、好好好好きききき あまりあまりあまりあまり好好好好きではないきではないきではないきではない
⑰⑰⑰⑰ 将来将来将来将来はははは、、、、自分自分自分自分でででで設計設計設計設計するようなするようなするようなするような仕事仕事仕事仕事にににに

就就就就きたいきたいきたいきたい 就就就就きたくないきたくないきたくないきたくない
⑱⑱⑱⑱ 手帳手帳手帳手帳をををを持持持持ってってってって計画的計画的計画的計画的にににに行動行動行動行動するのがするのがするのがするのが、、、、

どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというと、、、、好好好好きききき 好好好好きではないきではないきではないきではない
⑲⑲⑲⑲ 協働協働協働協働でででで仕事仕事仕事仕事をするのがをするのがをするのがをするのが、、、、好好好好きききき あまりあまりあまりあまり好好好好きではないきではないきではないきではない
⑳⑳⑳⑳ 将来将来将来将来のののの仕事仕事仕事仕事ではではではでは、、、、人人人人をををを動動動動かしたいかしたいかしたいかしたい 自分自分自分自分でやりたいでやりたいでやりたいでやりたい
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「「「「果物果物果物果物をををを買買買買いにスーパーにいにスーパーにいにスーパーにいにスーパーに行行行行くくくく。。。。りんりんりんりん
ごかみかんのうちごかみかんのうちごかみかんのうちごかみかんのうち安安安安いいいい方方方方をををを買買買買うことにうことにうことにうことに
するするするする。。。。 ただしただしただしただし、、、、スーパーがスーパーがスーパーがスーパーが休休休休みならみならみならみなら
家家家家にににに帰帰帰帰るるるる。」。」。」。」

①①①① りんごをりんごをりんごをりんごを買買買買うううう。。。。
②②②② みかんをみかんをみかんをみかんを買買買買うううう。。。。
③③③③ りんごのりんごのりんごのりんごの方方方方がががが安安安安いいいい。。。。
④④④④ スーパーがスーパーがスーパーがスーパーが休休休休みみみみ。。。。
⑤⑤⑤⑤ 家家家家にににに帰帰帰帰るるるる。。。。
⑥⑥⑥⑥ スーパーにスーパーにスーパーにスーパーに行行行行くくくく。。。。

解答解答解答解答
a=         b=a=         b=a=         b=a=         b=
c=         d=c=         d=c=         d=c=         d=
e=         f=e=         f=e=         f=e=         f=

情報情報情報情報１１１１
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http://masudahp.web.fc2.com/flowchart/flow

06.html、フローチャートの基礎）より引用



情報情報情報情報2222

駅駅駅駅にににに自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機があるがあるがあるがある。。。。そのそのそのその画面画面画面画面はははは、、、、次次次次ページのようにページのようにページのようにページのように、、、、AAAA画面画面画面画面からからからからDDDD画面画面画面画面へへへへ
とととと移動移動移動移動するするするする。。。。これはこれはこれはこれは、、、、日本日本日本日本のののの駅駅駅駅ではなくではなくではなくではなく、、、、外国外国外国外国とするとするとするとする。。。。
いろいろなおいろいろなおいろいろなおいろいろなお客客客客がいるがいるがいるがいる。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、
①①①① 普通運賃普通運賃普通運賃普通運賃でででで、、、、列車列車列車列車でででで、、、、普通乗車券普通乗車券普通乗車券普通乗車券でででで2222枚購入枚購入枚購入枚購入したいしたいしたいしたい。。。。
②②②② 今日今日今日今日1111日日日日、、、、地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄にににに4444回乗回乗回乗回乗ってってってって、、、、市内市内市内市内をををを回回回回るるるる予定予定予定予定でででで、、、、学生学生学生学生なのでなのでなのでなので、、、、割引運割引運割引運割引運
賃賃賃賃をををを利用利用利用利用してしてしてして安安安安くくくく買買買買いたいいたいいたいいたい。。。。

問題問題問題問題
１１１１．．．．次次次次ページのページのページのページのAAAAからからからからDDDDのののの画面画面画面画面のののの①①①①からからからから④④④④のののの名称名称名称名称をををを書書書書きなさいきなさいきなさいきなさい。。。。
①①①① ②②②②
③③③③ ④④④④

２２２２．．．．地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄でででで、、、、普通乗車券普通乗車券普通乗車券普通乗車券でででで2222枚購入枚購入枚購入枚購入したいがしたいがしたいがしたいが、、、、学生学生学生学生なのでなのでなのでなので、、、、安安安安くくくく買買買買いたいいたいいたいいたい。。。。
AAAAからからからからDDDDまでまでまでまで、、、、どのボタンをどのボタンをどのボタンをどのボタンを押押押押すかすかすかすか、、、、書書書書きなさいきなさいきなさいきなさい。。。。但但但但しししし、、、、DDDDではではではでは、、、、２２２２つのボタンをつのボタンをつのボタンをつのボタンを押押押押すすすす。。。。
A:A:A:A: B:B:B:B:
C:C:C:C: D:D:D:D: 、
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（http://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/pisa2012_item_ps.pdf

PISA調査問題例からの著者による改題）



情報情報情報情報2222

下図下図下図下図はははは、、、、駅駅駅駅のののの自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機のののの画面画面画面画面であるであるであるである。。。。AAAA画面画面画面画面からからからからDDDD画面画面画面画面へとへとへとへと移動移動移動移動するするするする。。。。
但但但但しししし、、、、DDDD画面画面画面画面のののの枚数枚数枚数枚数をををを押押押押すとすとすとすと金額金額金額金額がががが表示表示表示表示されされされされ、、、、④④④④をををを押押押押すとすとすとすと、、、、切符切符切符切符がががが出出出出ますますますます。。。。

取取取取りりりり消消消消しししし

地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄

取取取取りりりり消消消消しししし

普通運賃普通運賃普通運賃普通運賃

取取取取りりりり消消消消しししし

1111日日日日
乗車券乗車券乗車券乗車券

合計合計合計合計

取取取取りりりり消消消消しししし

①①①① ②②②②

③③③③④④④④

A B

CD 枚数枚数枚数枚数 1111 ⃣⃣ ⃣⃣ 2222 ⃣⃣ ⃣⃣ 3333 ⃣⃣ ⃣⃣ 4444 ⃣⃣ ⃣⃣ 5555 ⃣⃣ ⃣⃣
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理科理科理科理科のののの問題問題問題問題

By K.Akahori 92018/4/14

北九州市教育センターのチャレンジシート
http://www.kita9.ed.jp/eductr/Handbook/Challengesheet/Element

aryschool/Challengesheet-s.html）
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表 1 情報１、情報２と他教科との相関 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

情報  情報  算数  理科  国語  社会  社会  

         流れ図  設計図  代数  天体  読解  グラフ  意見  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

情報・流れ図  1.00 0.46 0.24 0.28 0.02  －0.05 0.09 

情報・設計図  0.46 1.00 0.08 0.10 0.16 0.01 0.15 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  
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表２ フェースシートと情報１・情報２との相関 

情報情報情報情報１１１１ 情報情報情報情報２２２２

①　性別は、男（30名）、女（30名）　　　　　　　流流流流れれれれ図図図図 設計図設計図設計図設計図

②　学部は、文系でなく理系　 0.21 0.06

③　数理系が、得意なほう　 0.19 0.13

④　どちらかと言うと、映像派よりも文章派　 -0.09 0.18

⑤　授業はどちらかと言うと、後ろよりも前の席 -0.22 -0.14

⑥　家庭教師をするのは、好き -0.01 0.24

⑦　友達と議論するのが、好き -0.06 0.08

⑧　論理的な科目は、好き 0.05 0.05

⑨　どちらかと言うと、筋道を立てて考える -0.11 -0.10

⑩　旅行計画を立てるのは、好き -0.07 -0.01

⑪　推理小説を読むのが、好き 0.27 0.23

⑫　ゲームを自分で、作りたい -0.01 0.10

⑬　工作などのモノつくりは、好き 0.09 -0.26

⑭　クラス会などの企画をするのは、好き -0.08 0.03

⑮　テストの答案の返却後に、見直すほう -0.16 -0.10

⑯　数学の証明問題は、好き 0.09 0.06

⑰　将来は、自分で設計するような仕事に就きたい -0.05 -0.02

⑱　手帳を持って計画的に行動するのが、好き 0.09 0.12

⑲　協働で仕事をするのが、好き -0.16 -0.08

⑳　将来の仕事は人を動かすよりも自分でやりたい 0.37 0.08
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言語 空間認識 推論 数量

プログラム
言語
空間認識
推論

0.273**         0.439**            0.442**         －0.157

0.225**            0.334**          －0.020

0.356**          －0.164*

－0.030    

141 <n<166      **p<0.01    *p<0.05

Table 7



まとめ

① 論理的思考は、課題に依存する

② 数理的な能力だけではない

③ 教科とプログラミング教育のクロスカリキュラム
は意味がある

④ ビジュアルプログラミングは、認知しやすいので、
小学校に適している
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