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本研究の目的は，小学校プログラミング教育の円滑な実施を支援するための教授用資料を制作することである。9 名の
実践者及び 1 名の指導助言者を選定し，協力を得て，41 頁から構成される教授用資料を制作した。41 頁の具体的内容
として，教授用資料の制作意図や使用方法を示した「はじめに」，プログラミングの授業設計について解説した「プログラミ
ング教育を取り入れた算数科授業づくりについて」，各学年の「実践例」，プログラミングの用語の解説やプログラミング教
材を紹介した「用語と教材」の 4 つとなっている。最も頁数の多い「実践例」では，第 1 学年～第 6 学年までの全ての学年
に対応した実践例を掲載している。また，コンピュータを用いない実践例を掲載している点が特徴である。制作した教授
用資料は印刷し，無償で提供するだけではなく，ウェブサイトから pdf ファイルを自由にダウンロードして使用できる環境を
整えている。

はじめに
2020 年度より小学校プログラミング教育が必修化を迎える。大多数の小学校教員にとって，プロ
グラミングの経験はなく戸惑いが予想されていることから，円滑な実施を支援するための種々の取
組が始まっている。
例えば，文部科学省・総務省・経済産業省は連携して未来の学びコンソーシアムを立ち上げ，小
学校プログラミング教育に関する多様な情報を共有するためのポータルサイトを運用している（未
来の学びコンソーシアム 2018）。ポータルサイト内では，小学校プログラミング教育の実践例が A
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分類～F 分類に分けて紹介されている。徐々に充実してきているとはいえ，すべての学年における
実践例が示されているわけではなく，未だ充実しているとは言い切れない。
他の取組として，文部科学省は小学校プログラミング教育の導入の経緯やねらい，プログラミン
グを取り入れた授業の考え方，具体的な実践例等をしめした小学校プログラミング教育の手引きを
提供している（文部科学省 2018a，2018b）。小学校プログラミング教育の手引きは，これまでに
小学校学習指導要領（文部科学省 2017）や小学校学習指導要領解説（文部科学省 2018c）に示さ
れてきたプログラミング教育に関する情報を改めて整理し，分かりやすくまとめていることが特徴
的である。したがって，新たに実践例が追記され多様な実践例が提供されているわけではない。
また，小学校プログラミング教育の円滑な実施に向けて教育委員会及び各学校が参考にできる実
施工程表が示されている（未来の学びコンソーシアム 2018）。これによると，2019 年度秋には各
学校において，2020 年度の学習指導要領全面実施に向けて，プログラミングの授業をどの学年，ど
の教科において，どのような内容を実施していくのか検討することが求められている。したがって，
小学校プログラミングの授業を検討し実践するためには，これまでに概観したようなすでに提供さ
れている情報に加え，具体的な実践例や授業設計に関する知見の提供が急務といえる。

研究目的
本研究の目的は，小学校プログラミング教育の円滑な実施を支援するための教授用資料を制作す
ることである。なお，制作する教授用資料は，最終的に無償で提供することを予定している。

制作方針
小学校プログラミング教育の教授用資料を制作するにあたり，以下のような 3 つの方針を立てた。
① 教員歴や ICT 活用歴に関係なく，どのような教員であっても実践する際に役立つことを目指す。
② 算数科・理科を中心に第 1 学年から第 6 学年までの全学年の事例を掲載する。
③ プログラミングの授業に関する授業設計の基本的事項が理解できるように配慮する。
①について，プログラミング教育の第一義的目標であるプログラミング的思考は，情報活用能力の一
部と位置づけられている（文部科学省 2017）。また，小学校学習指導要領総則において，情報活用能
力は学習の基盤となる資質・能力として位置づけられている。したがって，プログラミング教育は，一部
のコンピュータに堪能な教員が実施すればよいのではなく，すべての教員が実施していくことが求めら
れている。
そこで，教員歴や ICT 活用歴に関係なくすべての教員がプログラミングの授業を実施するためには，
専門用語を多用し，プログラミングに関する高度な内容を盛り込んだ実践例ではなく，どのような教員で
あっても取り組むことができそうだと感じられる内容が必要だと考えた。
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②について，①に関連して，小学校学習指導要領総則にプログラミング教育について述べられてい
る以上，例示されている第 5 学年算数科や第 6 学年理科だけではなく，すべての学年における実践例
が必要であると考えた。その際，小学校学習指導要領に例示された教科と同じ教科を中心に掲載する
ことで，各学校の実施計画が立案しやすくなると考えた。
③について，最終的に教員自らがプログラミングの授業を開発するためには，実践例を充実させるだ
けでは不十分と考えた。授業を開発する際には，授業設計における留意点や児童の思考についての
理解が欠かせない。そこで，実践例を充実させると共に，授業設計の基本的な事項が理解できるように
配慮することが必要であると考えた。

制作手順
教授用資料の制作にあたり，以下に示す手順で進めることとした。
1）実践者及び助言者を決定する
小学校プログラミング教育は，これまでにない新しい取組であるしたがって，制作の中心的な役
割を担う筆者と頻繁に連絡が取れるだけではなく，授業づくりについて綿密打合せが必要である。
そこで，物理的な距離が遠い教員ではなく，容易に集まりやすい茨城県内の教員を対象に選定する。
また，小学校教員にプログラミングの経験者を見出すことは困難である。したがって，小学校プ
ログラミング教育に関心があり，個人研究を推進していたり，学校研究として取り組む学校に勤務
している教員を対象にする。また，これまでの教員歴や研究主任といった授業設計に関する授業力
量及び担当学年について考慮して選定し，最終的には所属校の学校長の承諾を得て実践者を確定さ
せた。9 名の各実践者のプロフィール（2018 年度当時）を以下に示す。
A 教諭：N 市立 Y 小学校教諭，男性，教員歴 6 年，校内情報教育担当者，情報教育と算数科につい
て主に研究している。N 市の小学校プログラミング教育に関する研究協力教員である。これまでに
取り組んだプログラミングの授業が書籍や雑誌に収録されている。学会・研究会等において小学校
プログラミング教育に関する実践研究の成果を発表している。
B 教諭：N 市立 Y 小学校教諭，女性，教員歴 16 年，校内情報教育担当者，2018 年度内地留学制度を
利用し，小学校プログラミング教育について研究していた。N 市の小学校プログラミング教育に関
する研究協力教員である。これまでに取り組んだプログラミングの授業が書籍や雑誌に収録されて
いる。学会・研究会等において小学校プログラミング教育に関する実践研究の成果を発表している。
C 教諭：国立大学法人教育学部附属小学校教諭，男性，教員歴 8 年，校内情報教育担当者，情報教
育（特にプログラミング教育）と理科について主に研究している。
D 教諭：T 市立 K 義務教育学校教諭，女性，教員歴 4 年，校内プログラミング教育担当者，前任校
において自治体のプログラミング教育モデルとして，多くの授業を開発及び実践し，その成果を学
会・研究会等で発表している。取組は大手メディアにも取り上げられたり，書籍や雑誌に収録され
ている。
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E 教諭：N 市立 S 小学校教諭，女性，教員歴 17 年，2016 年度内地留学制度を利用し，算数科の学習
指導について研究していた。県教育委員会及び公益財団法人日本教育公務員弘済会茨城支部が主催
する「教育に関する研究論文」において 2018 年度最優秀賞を受賞している。
F 教諭：国立大学法人教育学部附属小学校教諭，男性，教員歴 12 年，研究主任，情報教育（特にタ
ブレット端末の活用及びプログラミング教育）と音楽について研究している。これまでに取り組ん
だプログラミングの授業が書籍や雑誌に収録されている。学会・研究会等において小学校プログラ
ミング教育に関する実践研究の成果を発表している。
G 教諭：T 市立 S 小学校教諭，女性，教員歴 7 年，研究主任，前任校において自治体の ICT 活用推
進教員として，プログラミングを含む多くの ICT を活用した授業を開発及び実践し，その成果を各
地の研究会，セミナー等で発表している。また，プログラミングの授業が書籍や雑誌に収録されて
いる。
H 教諭：K 市立 S 小学校教諭，男性，教員歴 13 年，研究主任，現任校において自治体の ICT 活用推
進教員として，プログラミングを含む多くの ICT を活用した授業を開発及び実践し，その成果を各
地の研究会，セミナー等で発表している。2016 年度及び 2017 年度にパナソニック教育財団の特別
研究指定校として，タブレット端末等を活用した教育実践を開発し，その際中心的な役割を果たし
ている。
I 教諭：N 市立 N 小学校教諭，男性，教員歴 21 年，算数について長年研究している。算数科におけ
る学習指導及び内容研究の成果について，その成果を全国組織の研究会等で発表している。
また，指導助言者については，算数科に関するの授業が多く想定されていることから，長年算数
科の学習指導を実践研究してきた J 氏とする。氏は，教諭経験だけではなく，茨城県内自治体の指
導主事も務めた経験もあり，他教科の指導助言も含めて適任であると判断した。
2）実践内容を決定する
9 名の実践者と共に具体的な授業構想（実施学年・教科・学習内容等）を議論する場を設定する。
実践内容及び指導案については，メーリングリスト等を用いて適宜指導助言を実施した。また指導
助言にあたっては，筆者だけではなく，助言者である U 氏も積極的に加わるよう依頼した。
また，実践内容についてはコンピュータを用いない（学習活動としてプログラミングを取り入れ
ない）授業についても掲載することにした（小林・兼宗 2017，小林ほか 2018）。プログラミング
的思考をより具体化し，コンピュータを用いない授業を実施することで，従来の授業とプログラミ
ングとのつながりが理解しやすく，授業イメージの獲得につながりやすくなると考えられている
（黒上・堀田 2017）。
3）教授用資料への記載事項を検討し，事例及び授業設計に関する解説等を執筆する
教授用資料への記載事項の検討は，3）とほぼ同時並行して実践者と議論を進める。定めた方針
を念頭に，最終的な記載事項を決定する。見やすさを考慮して事例は 1 事例あたり 2 頁構成とし，
「授業タイトル」「単元名」「単元計画」「使用したプログラミング教材」「準備物」「本時の目
標」「授業の概要」「指導略案」「板書例」「指導譲歩ポイント」「実践のまとめ」の 11 項目か
ら構成される紙面とする。
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また，J 氏においては授業設計について解説する頁を担うことととする。さらに，教授用資料の
制作意図や使用方法を示した内容やプログラミングに関する用語やプログラミング教材の紹介を
を執筆して教授用資料の全体構成とする。

制作した教授用資料の内容
41 頁から構成される教授用資料を制作した。内容に関して，教授用資料の制作意図や使用方法を
示した「はじめに」（1 頁），プログラミングを学習活動として取り入れた授業が多く想定されて
いる算数科に特化し，その授業設計について解説した「プログラミング教育を取り入れた算数科授
業づくりについて」（2 頁），各学年の「実践例」（36 頁），教授用資料内で使用されているプロ
グラミングの用語の解説やプログラミング教材を紹介した「用語と教材」（2 頁）の 4 つから構成
されている（括弧内は当該頁数）。以下，「実践例」「プログラミング教育を取り入れた算数科授
業づくりについて」「用語と教材」について内容を詳述する。
・学年別「実践例」
小学校プログラミング教育については，小学校学習指導要領において総則に記載されていること
から，すべての学年において実践例が掲載されることが望ましいと考えた。そこで，第 1 学年～第
6 学年まで全ての学年における実践例を開発し掲載することにした。具体的には，第 1 学年 1 事例
（算数），第 2 学年 2 事例（算数・生活），第 3 学年 3 事例（理科・算数），第 4 学年 3 事例（算
数・総合的な学習の時間・日常的な取組），第 5 学年 3 事例（算数），第 6 学年 6 事例（理科・算
数）である。実践例は，見開き 2 頁で構成されている（図 1）。読者の読みやすさを優先し，プロ
グラミングの授業に関心を持ってもらうことを意図したためである。

図 1 見開き 2 頁で構成した実践例
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左頁上段は授業における基本的な情報が掲載されている。授業内容が一目で理解されやすいよう
タイトルを大きく記載することとした。また，単元名や本時が単元のどこに位置付くのかを示す単
元計画を示した。さらに，使用するプログラミング教材や準備物を画像等を用いて明示することで，
追実践されやすいように配慮した（図 2）。

図 2 第 6 学年算数における当該箇所の例
次いで左頁中段には「本時で達成したい目標」を記載した。「本時で達成したい目標」は原則 2
つの観点から記述している。1 つは各教科の目標である。もう 1 つはプログラミング的思考に関す
る目標である。プログラミング的思考は「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力 」と定義されており（文部科学省 2016），実際にプログラミングに取り
組む際の手続きを強く意識していることが読み取れる。しかし，この定義のままでは各授業の目標
に設定することは難しい。そこで，プログラミング的思考を具体的に捉え直し，プログラミング的
思考に関する目標を記載した。これにより，今後プログラミングの授業を初めて実践しようとする
教員にとって，学習目標を立てる際の参考になると考えられる。
左頁中段には，
「授業の概要」を記載した。本時の授業がどのような内容であるかだけではなく，
授業展開の中でどのような児童の姿が見られたのか等について，具体的な事実をもとにして記載す
るようにした。
左頁下段には「本時の展開」として略案を記載した（図 3）。活動内容及び指導上の留意点が記
載されている。学習活動に特定の印を付し，「指導上のポイント」として右頁に詳細な情報を記載
している。
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図 3 第 6 学年算数科における「本時の展開」の例
右頁上段には「板書例」を示した（図 4）。板書は教師の学習に関する指導力として，今もって
なお問われることの多いものである。また，小学校プログラミング教育はこれまでにない新しい取
組である。したがって，どのような内容について，どのように板書し授業を展開していくのかに関
する情報は不可欠であると考えた。これにより，今後授業を実践しようとする教員は板書計画を立
案しやすくなり，授業に臨む際の準備も容易になると考えられる。

図 4 第 4 学年算数科における「板書」の例
右頁中段には，左頁下段の「本時の展開」の中で，中心となる学習活動に関する詳細な情報を記
載した（図 5）。文章による解説だけではなく，学習活動が想像できる写真や児童のノート等が掲
載されている。これにより，今後授業を実践しようとする教員は授業のイメージを持ちやすくなる
と考えられる。
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プログラミング教育を取り入れた
算数科授業づくりについて

臼井 英成 （鹿嶋市立中野東小学校 教頭）

2020年度から，小学校ではいよいよプログラミング教育が全面実施となります。プログラミング教育を
どのように実践していけばよいのか，現在手さぐりの状態の先生方も多数おられるのではないかと思いま
す。そこで，本項では，プログラミング教育を算数科の授業に取り入れるにあたり，授業づくりのポイン
トについて考えていきます。

1 プログラミング教育のねらい
2017年告示の小学校学習指導要領〔第１章

総則

第３の１の（３）
〕では，各教科等の特質に応じて，

計画的に実施することとして，

図 5 第 1 学年算数科における「指導上のポイントの例」

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

最後に，右頁下段には「まとめ」として，実践の成果を具体的な児童の振り返りや観察記録から
と示しています。
「児童がプログラミングを体験しながら」とあるように，学習指導要領では，児童がコ

言及したり，本時がどのように次の授業につながっていくのか等について記載した。
ンピュータを用いて，プログラミングを体験することを求めています。
そして，プログラミング教育のねらいとして，
（１）
「プログラミング的思考」を育むこと

・「プログラミング教育を取り入れた算数科授業づくりについて」
（２）コンピュータのよさを知り，主体的に活用する態度を育むこと

ここでは，プログラミングを学習活動として取り入れた授業が多く想定されている算数科に特化
（３）教科の学びを深めること
としています。
し，その授業設計について解説している。解説は，長年公立・国立学校教諭として算数科の学習指

導を実践研究してきた J 氏が担った。

2 算数科授業づくりのポイント
学習指導要領をもとに，プログラミング教育のねらいを再確認した後，プログラミング教育の手
プログラミング教育のねらいと算数科の教科の目標達成を目指した授業を構想するために，小学校学習

引き（第一版）（文部科学省 2018）に記載されている授業におけるプログラミング的思考のプロ
指導要領に例示されている第５学年

正三角形の作図の事例とプログラミング的思考を表した図（
「プロ

セスを具体的な算数の事例と関連づけて図示し解説している（図
6）。
グラミング教育の手引［第一版］p.13」
）とを関連づけて，上記の（１）
〜
（３）のねらいに沿って，授業
づくりのポイントを探ってみましょう。

❶ 問題を見いだす
●

❷
●

意図した一連の
活動の実現
（学習課題）
正三角形をかく

プログラミング的思考

必要な動きを
分けて考える
●辺の長さが全て等しい
●角の大きさが全て
等しい

動きに対応した
命令（記号）にする
●長さ 100 進む
●右に 120 度曲がる

組み合わせる

❸
●

●順番をどうするか
●３回繰り返す

問題の解決
正三角形をかく
ことができた

試行錯誤しながら継続的に改善する
●大きさが異なる正三角形にするにはどこを変えればいいかな
●右に

60 度だと思ったら，違っていた。どうしてかな

●数値を変えたらどうなるかな
●同じことを繰り返しているな

●正多角形の作図には，

かくための手順があるんだ

●他の正多角形もかいてみたいな
●右に何度にすればいいかな
●正十二角形だと画面からはみだし

ちゃうよ。どうしたらいいのかな

既習の知識・技能等の活用
●正三角形の意味や性質

簡単に正確な図をかくことができた
●もっとコンピュータを使ってみたいな

●図形を構成する要素
●辺どうしの位置関係

など

正三角形の作図とプログラミング的思考との関連
02

図 6 算数科におけるプログラミング的思考と授業内容との関連
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想定される学習内容，児童の意識，既習の学習内容との関連について詳細に示されている。また，
この図をもとにして，授業づくりのポイントを具体的に解説している。例えば，「コンピュータの
よさを知り，主体的に活用する態度を育むために」については以下のように授業実施の際のポイン
トを解説している。
図の※のように，コンピュータを用いることで，「問題解決には必要な手順があること」「コンピュータ
であれば容易にできて手間がかからないこと」とよさを感じたり，「もっとコンピュータを用いたい」と意
欲を喚起したりすることができます。そのためには，児童が，「今までは時間がかかったり，上手にできな

知っておきたい！ プログラミン

かったりしたことが，コンピュータを用いることで簡単にできた」といった体験をすることが大切です。

用語と教材

プログラミング関連用語
算数の授業において児童が主体的にプログラミングに取り組むことを経験している教員は極め
アプリケーション（アプリ）

パソコンやタブレットなどで動く，ある特定の作業を
て少ないと想定される。そこで，上記のようなプログラミングに取り組む良さを認識させたり，学

するために使用するソフトウェアのことです。表やグ
ラフを書いたり，ゲームができたりするものなどがあ
ります。WordやExcelなどもアプリにあたります。

習意欲を喚起させたりするためのポイントを示した。

このような授業設計についての解説を掲載することで，実践例では示すことができない授業設計

条件分岐

プログラミ
満たす場合
の処理がこ
て奇数が出
定する処理
を使います

アルゴリズム（処理手順）

コンピュータにあることをさせたいときに，どのよう
に基本的な考え方やどの授業にも共通するポイントの理解につながると考えられる。
な命令をどのような順番で実行するかの手順のことで
す。例えば，人がいなくなったら自動的に電気を消す
動作をコンピュータにさせるための手順がアルゴリズ
ムです。

・「用語と教材」

アンプラグド

ステージ（

専門的な用語とプログラミング教材について解説している。例えば「アルゴリズム（処理手順）」

画面の右（
がステージ
こに表示さ

では以下にように解説している。

的な考え方である命令実行の手順，条件によって処理
方法を変える，繰り返し実行させるなどの方法を学習
します。PCの電源プラグを使用しない（＝PCやタブ
レットなどを動かさない，使わない）という意味です。
例えば，「ルビィのぼうけん」などの本を題材に学習
することは「アンプラグドなプログラミング学習」と
いえます。

スプライト（

コード

プログラミ
組み合わせ

教授用資料内で使用されているプログラミングの用語の解説やプログラミング教材を紹介した
コンピュータを使用しないで，プログラミングの基本

コンピュータにあることをさせたいときに，どのような命令をどのような順番で実行するかの手順のことで

人間がコンピュータに命令して動かすために記述した
す。例えば，人がいなくなったら自動的に電気を消す動作をコンピュータにさせるための手順がアルゴリズ

記号や文字のことで，ソースコードともいいます。コ
ードを書くことをコーディングといい，人間とコンピ
ュータを媒介する手段です。例えば，Scratchのこれ
です。

ムです。

また，プログラミング教材としての使用が広く想定され「実践例」においても実際に使用してい
た Scratch のプログラムを示しながら解説している以下のような用語もある。実際のプログラムを
シーケンス（順序処理）

プログラミングの基本的考え方の１つで，コンピュー
タに命令してある処理をしたいときに，命令の順番を
考えて順序良く処理させる手順のことです。例えば，
正方形をかかせたいときに手順を考えて実行すること
と同じ思考方法です。以下はScratchでの一例です。

示すことで用語の理解がされやすくなると考えた。
シーケンス(順序処理)

キャラクタ
ることがで

スクリプト（

デバッグ

プログラム

バグ

プログラム
す不具合の
プログラム

ビジュアルプ

プログラミ
パーツなど
例えば，Sc
ります。

フィジカルプ

したいときに，命令の順番を考えて順序良く処理させる手順のことです。例え

パーツやブ
ラムを作成
例えば，コ
これにあた

ば，正方形をかかせたいときに手順を考えて実行することと同じ思考方法です。

プログラミン

プログラミングの基本的考え方の 1 つで，コンピュー タに命令してある処理を

人間がコン
ラムを書く
のがテキス
などがあり
ビジュアル
グラミンな

以下は Scratch での一例です。

40
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プログラミング教材について，コンピュータやタブレット端末の画面上で操作する体験するビジ
ュアル型プログラミング言語として，プログラミン，Hour of Code，Viscuit，Scratch，Pyonkee，
Swift Playgrounds の 6 種類について紹介している。これらは全て無償で利用できる点が特徴であ
る。また，基盤やロボットを使用した教材として，アーテックロボ，LEGO マインドストーム EV3，
LEGO WeDo2.0，micro:bit，MESH，Raspberry Pi，Sphero SPRK+の 7 種類を紹介している。「実践
例」では使用していないものも含めることで，今後実践しようとする教員自身が様々な教材がある
ことに気付き，体験する機会につながることを期待している。

おわりに
本研究は小学校プログラミング教育の円滑な実施を支援するための教授用資料を制作すること
を目的とした。研究の結果，41 頁から構成される教授用資料を制作することができた。41 頁の具
体的内容は，教授用資料の制作意図や使用方法を示した「はじめに」（1 頁），プログラミングの
授業設計について解説した
「プログラミング教育を取り入れた算数科授業づくりについて」
（2 頁）
，
各学年の「実践例」（36 頁），プログラミングの用語の解説やプログラミング教材を紹介した「用
語と教材」（2 頁）の 4 つである。最も頁数の多い「実践例」では，第 1 学年～第 6 学年までの全
ての学年に対応した実践例を掲載している。また，コンピュータを用いない実践例を掲載している
点が特徴である。制作した教授用資料は印刷し，無償で提供するだけではなく，ウェブサイトから
pdf ファイルをダウンロードして自由に使用できる環境を整えている。
今後の展望として，新版の教科書の採択状況が 2019 年度秋以降に明らかになるため，新版教科
書に記載されたプログラミングに該当する学習内容に準拠する形で教授用資料を作成することが
求められる。主たる教材である教科書をもとにした教授用資料の作成により，小学校プログラミン
グ教育のさらなる円滑な実施につながることが期待できる。

付記
本研究は，大日本図書株式会社との共同研究（研究題目「小学校プログラミングに関わる授業開
発」）の成果である。制作した教授用資料は，以下よりダウンロード可能である。
https://www.dainippon-tosho.co.jp/newsletter/detail.php?id=244

謝辞
本研究を遂行するにあたり，多くの小学校教員の協力を得た。特に，プログラミングの授業を開
発し，実施していただいた教員及び指導助言者に深謝します。
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