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本研究は、小学 校におけるプロ グラミング教 育 について、２つの 調査を行った 。１つは 、小
学校教員への意識調査 である。他方は、大学生 を 対象にして、ビジュアルプ ログラミング の特
徴について、構造化、可視 化、操作性につい て、アンケートを実施した。その結果、2018 年 5
月現在、小学校教 員は、プロ グラム言語を使 って プログラムを書く（プログラミン グ、または
コーディング）経 験は少ないが 、やってみた いと いう意欲は大きいこと が、わかっ た。小学校
の英 語教 育と プロ グラ ミン グ教 育の 指 導に つい て は、 自信 があ る教 員と ない 教員 に分 か れた 。
また、ビジュアルプログラ ミングの特徴を、構造 化 、可視化、操作性にわけて、調査した結 果、
可視化、構造化、操作性の順で、分か りやすい、流れをつかみやすい、など の認知的効果が あ
った。今後の展開として、教科 のねらいとプロ グ ラミング的思考のねら いの、両方を達成 する
ため には 、ど のよ うな 条件 が必 要か を 明ら かに す るこ とが 、課 題で ある こと を考 察し て いる 。
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１．プログラミング教育の背景と目的
2020 年から小学校において、プログラミング教育が必修として実施される（文部科学
省、2017 年 a）。小学校におけるプログラミング教育は、算数・理科・総合的な学習の時
間を中心として、他の教科の中でも実施されるクロスカリキュラムになっているが、教科
のねらいとプログラミング教育のねらいをどう融合するかは、大きな課題となっている。
その理由は、諸外国では、教科とのクロスカリキュラムのモデルは、ほとんど見受けられ
ないからである（太田、他 2016 年、大日本印刷 2017 年）。この「教科におけるプログラ
ミング教育」を、どのように実施し、どのように学習効果を上げるかが、本研究の動機で
あるが、その前に、いくつかの課題の整理をしておく必要がある。
１つは、教員の意識である。一般的に指摘されていることは、プログラミング経験が少
ない教員にとって、それは難しい課題であり、現状では、小学校の英語教育の準備と研修
に手いっぱいで、プログラミング教育を研究・研修する余裕がないだろう、という点であ
る。これについては、実態調査をする必要があるが、本研究では、その調査の結果につい
て述べる。
２つは、
「教科における」という修飾語の重みである。そもそも教科の目標とプログラミ
ング教育の目標は、一致するのか、逆効果ではないのか、どのような関連があるのか、プ
ログラム言語は、小学校ではビジュアルプログラミング言語が主流であるが、この言語は、
教科のねらいと、親和性があるのか、逆の思考方法ではないのか、という本質的な疑問が
ある。この点についても、実験を行ったので、その結果を述べる。最後に、プログラミン
グ教育の期待と今後の展開について、述べる。
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２．現状における教員の意識
先に述べたように、現状における教員が、プログラミング教育を受け入れる意識は、ど
のような実態であるのか、調査す る必要があるが、2018 年 5 月に、ある市の現職の小学校
の教員 295 名にアンケート調査をした。その結果を以下に示す。

図１は、プログラミング教育が必修化されることの認知度であるが、17%の小学校教員
が知らないということは、関心の低さと考えられる。さらに、図２で、プログラミング的
思考（文部科学省、2017 年 b）という言葉の認知度については、ほぼ半数ということは、
意外であった。プログラミング教育の重要性と課題を認識しているのは、この分野の研究
者や教育委員会の関係者であるかもしれない。学校の現場は、まだまだ先のことで、自分
とは距離があるという意識を持っているようだ。

図３と図 4 は、興味深いデータである。プログラミングの経験は 3 割程度しかないが、
プログラミングをやってみたいという意欲が 7 割程度あることは、プログラミング教育の
実施に期待がもてるのではないだろうか。経験があるからすぐにできるわけではなく、面
白そうだという感覚が素晴らしい。これから教員研修を充実させる必要があろう。
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図 5 と図 6 も、教員の意識の実態を表している。6 割の教員が、算数・理科でプログラ
ミング教育を実施するのは、教科との親和性があると考え、しかし 3 割の教員がわからな
い、と答えていることは、その通りだと思われる。プログラミングの経験がない教員には、
どの教科でどのように実施するのか、イメージができないからであろう。さらに、英語教
育とプログラミング教育を取り上げて、指導できるかどうかの質問では、両方指導できる
教員の割合が 4 割、両方指導できない教員の割合が 2 割程度も、納得できるデータである。
現在、英語教育では、いくつかの教材や研修も盛んであるが、プログラミング教育につ
いては、現場教員の教科における実践の経験がきわめて少ないことを考えれば、このデー
タは、現状を正直に表していると思われる。
以上をまとめれば、プログラミング教育についての認識はかなり不足していること、プ
ログラミング教育の実践については意欲を持っていること、このため、教員研修が重要に
なっていること、などの知見が得られた。
３．ビジュアルプログラミングの特性
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小学校では、ビジュアルプログラミングが中心で、いろいろなプログラム言語が紹介
されているが、その傾向は、諸外国でも同じである（例えば、Australian Curriculum、
2017 年）。それは、表示画面で動きなどを見ることができるので、わかりやすいからだ、
という当然の答えが返ってきそうであるが、ビジュアルプログラミングには、さらに興味
深い特性があると思われる。
学校に導入されているビジュアルプログラム言語としては、スクラッチが標準的なの
で、この言語の特徴について、少し考えてみたい。図７に、その画面例を示す。

図７

スクラッチの画面と特徴の模式図

図 7 のように、左上の画面 で、ネコが動くプログラムの様子を観察することができ
る。つまり可視化である。この画面のことを、スクラッチでは、ステージと呼んでいる
が、役者が舞台で演ずることをイメージすれば、ステージの意味が理解できよう。その役
者、この例ではネコであるが、スクラッチではスプライトと呼んでいる。それは小人や妖
精の意味である。演出家、それはプログラマーと言ってもよいが、演出家の台本にしたが
って、役者が舞台の上で演技をするように、妖精であるスプライトが、ステージで台本に
したがって動くのである。右下の画面は、その台本、英語ではスクリプトと言うので、ス
クラッチでもスクリプトと呼んでいるが、その例である。通常、これがプログラムと呼ば
れる。それは、指示する、繰り返す、条件によって指示を変える、などのプログラムの機
能でできている。それは、手続きと呼ばれることもあるが、このプログラムを書く、プロ
グラミングすることは、操作する、と言ってもよい。
このように、スクリプトという台本にしたがって、スプライトという妖精がステージで
セリフを言ったり演じたりという、演劇のようなモデルであり、その台本を書くのは、プ
ログラムを作る人であり、演出家と言ってもよい。その演出家は、このようにしたいとい
う目的や意図があるだろう。演劇ならば、ストーリーが頭の中にある。台本は、その目的
や意図を構造化したと言ってもよいだろう。このように、構造化、可視化、手順・操作
が、相互に行き来しながら、プログラムを書いているので、その関係を、図 7 の右上に
模式的に示した。
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ビジュアルプログラミングでは、この３つの要素は不可欠 だろうと思われる。構造化、
可視化、手順・操作（以下、操作性）は、プログラミングだけではなく、教科における学
習過程でも見受けられる重要な要素と考えられる。そこで、以下に、その学習上の効果に
ついて実験を行ったので、結果の概要を示す。
大学生 60 名を実験協力者として依頼し、上記の課題について、どちらが受け入れられ
やすいか、5 段階のアンケートに答えてもらった（赤堀侃司、2018 年）。

図８

構造化の効果についての調査

図８に、構造化の課題について、教材と結果を示す。構造化の効果として、国語の同じ
文章を、改行無しの文章と有りの文章を読み比べて、どちらが読みやすいかなどの６つの
設問に答えてもらう。改行の有り無しによる、読みやすさ、流れのつかみやすさなどの比
較の結果、図８では 3.0 が同じ程度を示すので、すべての項目において、4.0 に近いこと
は、改行有りのほうが、読みやすさなどにおいて、優れている。
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図９

可視化の効果についての調査

図９に、可視化の効果として、理科の指導案を、
「イラスト有りと無し」の教材で比較し
た。理科の指導案を、内容は同じにして、通常の表形式とイラスト形式の両方を読み比べ
て、どちらが読みやすいかなどの６つの設問に答えてもらった。イラストにすることで、
内容を可視化することができるので、その有無の効果では、図９に示すように、読みやす
さ、全体の把握のしやすさなど、すべての項目において、4.0 以上を示した。このことか
ら、可視化することは、きわめて効果が高いことがわかった。
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図１０

操作性の効果についての調査

図 10 に、操作性の効果の調査として、問題を読んで、その流れ図を、鉛筆で書くか、付
箋紙に書いて貼るかを実行してもらい、どちらが書きやすいかなどの６つの設問の比較の
結果を、示す。書きやすさは、鉛筆のほうであったが、全体を理解しやすい、後で思い出
しやすいなどは、付箋紙のほうが、効果的であった。但し、3.0 が同じ程度なので、その差
はあまり大きくない。鉛筆で紙に書くことも、付箋紙に書くことも、書かなければならな
いので、これはプログラミングでは、テキストプログラミングである。ビジュアルプログ
ラミングでは、書かないでブロックをドラッグするだけなので、この調査項目の書きやす
さは、該当しない。
以上から、最も効果が高かったのは、イラストの有り無しで、次が、改行の有り無しで、
最後が、付箋紙の有り無しであった。つまり、可視化、構造化、操作法の順で、認知的効
果があった。
４．今後の展開
2020 年の実施に向けて、各教育委員会などではプログラミング教育についての研修も
盛んになると予想される。本調査の小学校教員の意識は、プログラミング教育について自
信はないが、やってみたいという意欲が見られる。また、本調査では、ビジュアルプログ
ラミングは、テキストプログラミングに比べて、わかりやすい、全体を把握しやすい、流
れをつかみやすい、などの効果があるので、研修などで、実際に触れる、プログラミング
する、作品を作る、などの活動をすれば、プログラミング研修は、教員に受け入れられや
すいのではないかと思われる。
ただし、総合的な学習の時間だけでなく、算数・理科などの教科の中で実施するとすれ
ば、教科の目標と同時に、プログラミング教育のねらい、つまり、プログラミング的思考
のねらいも、達成する必要がある。その両方をどのように達成すればよいかが、課題と思
われる。
その模式図を、図 11 に示す。図において、教科のねらいとプログラミングのねらいをイ
メージ的に書いたが、教科の中で実施したとき、その効果が相乗的に大きくなる必要があ
る。図 11 の上段は、逆効果になった時の図であり、下段は、大きくなった時の図である。
下段のような効果を生み出すには、どのような条件が必要かを、明らかにすることが求め
られる。
プログラミングの活動には時間がかかるので、その時間を割いても、教科のねらいが達
成される上で効果があれば、受け入れられるが、そうでなければ、教科におけるプログラ
ミング教育は敬遠されるかもしれない。この意味で、さらに実践研究が求められる。
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教科のねらい

図 11

プログラミングのねらい

教科のねらいとプログラミング的思考のねらいの両立についての図
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