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本研究の目的は，教育実践につながることを意図した小学校プログラミング教育の推進に資する研修プログラムを提案

することである。これまでの筆者らの取組の課題をもとにして，研修形態を少人数の学年ブロック単位としたり，TOTE モデ

ルを参考に，本研修の課題（ゴール）を示し，研修参加者が取り組まなければならないことを常に意識することができるよう

にしたりするといった特徴を有した研修プログラムを開発した。各学年ブロックに共通する研修展開としては，①研修課題

を提示する，②既存の教材であるNHK for School番組「テキシコー」を視聴する，③各学年ブロックに応じた体験活動を実

施する，という3つの展開を準備した。研修参加者を対象にして，研修後に実施した自己評価の結果，得られた評価値は

高く，研修内容は適切であったと判断できた。また，自由記述の内容から，研修参加者が小学校プログラミング教育の授

業に対して前向きな姿勢が確認できた。そして，研修内容に関連した授業実施を確認することができた。 

 

 

はじめに 

 

小学校プログラミング教育の現状 

令和２年度，小学校学習指導要領全面実施に伴い小学校でのプログラミング教育が必修化された。

必修化に向けて，文部科学省（2018）は小学校プログラミング教育に関する手引（第一版）を示し，

その後内容の改訂を重ね，現在第三版（文部科学省 2020）まで公開されている。加えて，小学校プ 

―――――――― 
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ログラミング教育の手引きの内容や，小学校プログラミング教育に関するポータルサイトの内容を

もとに作成された教員研修教材（文部科学省 2019）も提供されており，円滑な実施に向けた支援が

整いつつある。また，小学校教員が参考にできる小学校プログラミング教育の実践事例に関する知

見についても，蓄積されてきている（小林ほか 2018，加藤ほか 2019，茨城プログラミング研究会 

2020等）。 

しかしながら，小学校プログラミング教育を実施していくことへの不安を感じる教員は，多いこ

とが示され（黒田・森山 2017），筆者らの周囲を見渡してみても，その状況は現在においても大き

く変化していないように思われる。 

そこで，筆者らは小学校学習指導要領の移行期間であった2018年度より，小学校プログラミング

教育の円滑な実施に向けて，校内の教員同士が学び合う校内研修に着目し，年間指導計画の開発や

研修プログラムの開発等を実施してきた。そこで本研究では，2019年度に開発した教員研修プログ

ラムから課題を見出し，教員研修の最終目的である研修参加者による小学校プログラミング教育の

授業実施に至ることを意図した教員研修の開発を目指すこととする。 

 
 

これまでの研究経過及び勤務校の実態 

（１）これまでの研究経過 

2018 年度，内地留学制度を利用し，第一筆者の勤務校での活用を念頭に置いた小学校プログラミ

ング教育の年間指導計画を開発した(川澄・小林 2018）（図１）。 

 

 

図 1 開発した年間指導計画（一部抜粋） 

 

開発手順としては，まず先行実践から年間指導計画に採用する教科を決定した。検討の結果，国語

科・算数科・理科・生活科とした。次に，年間指導計画で提示する学習単元を決定した。加えて，学習

活動で使用するソフトウェアのみの教材やハードウェアを伴う教材を決定した。開発方針は，次の３点と

した。1 点目は，プログラミングによって身に付く論理的思考力を明記したことである。具体的には，「順

序（シーケンス）」「繰り返し（ループ）」「条件分岐」「抽象化」の 4 つの思考を定めた。2 点目は，学習単

元ごとの系統性が一目で分かるようにしたことである。３点目は，どの単元の何時間目に実施可能かを
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分かるようにしたことである。この年間指導計画を開発したことで，プログラミング教育は，複数の教科で

も取り入れることが可能であることを示し，プログラミングによって身に付く論理的思考力を色分けし，具

体化して示したことで，教科の目標を達成するために，どのような力を身に付けていくべきかを明確にす

ることにつながった。 

しかしながら年間指導計画だけでは，これまでに経験の無いプログラミングの授業を，勤務校の教員

が実施するまでには至らなかった。そこで，小学校プログラミング教育の授業実施につながる教員研修

が必要と考え，第一筆者の勤務校の実態に即した小学校プログラミング教育推進に資する研修プログ

ラムを提案した（川澄ほか 2019）。この研修プログラムの方針は，次の３点である。１点目は，研修の時

間を短くし，一方で回数を多く実施する点，２点目は，研修時のミニアンケートやヒアリングを基に，研修

参加者の声を次回以降の研修に反映させるようにする点，3 点目は，作成した年間指導計画に関連付

けた研修内容とする点である。この研修プログラムは，全教職員対象であったが，参加を必須とせず，

自由度の高いものとした。計画・実施した研修プログラムは，以下の通りである（表 1）。 

 

表 1 2019 年度に実施した研修プログラムの実施日及び内容 

 

 

例えば 2019 年 8月 9日の研修では，小学校プログラミング教育の導入の背景や，位置づけ，ねらい

等の内容を解説した。これらをできるだけ簡単な言葉にまとめ，伝えるべきポイントを絞り，勤務校の実

態に即した内容とした。研修後，参加者からのミニアンケ―トには「導入される意図は理解できたが，授

業への不安は拭えない」，「『プログラミング』と聞くと，ひたすらコンピュータに向かう授業を想像してしま

うため，どんなことをするのかイメージが湧かない」等の感想があった。そこで，次の研修以降は具体的

な授業イメージの把握を意図した内容を企画した。研修参加者は，一連の研修プログラムを通してビジ

ュアル型プログラミング言語を用いたプログラミング教材を体験したり，プログラミングの授業を参観した

りすることで，小学校プログラミング教育における様々な取り組みや動向を知り，授業に活用できるヒント

を得ることにつながった。 

研修時のミニアンケートやヒアリングから，研修参加者は研修プログラムを好意的に捉え，少しでもプ

ログラミング教育を知ろうとする前向きな意識の変容が見られたが，実際にプログラミングの授業の実施

にまで至った研修参加者は２名にとどまった。また，年間指導計画の内容を網羅することはできなかっ

た。 

このようなことから，筆者らは，これまでの研修プログラムを整理し直し，教育実践の円滑な実施につ
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なげるために研修プログラムを精緻化する必要があると考えた。 

 

（２）勤務校の実態 

第一筆者が勤務する学校は，普通学級８，特別支援学級３の小規模校である。６年前に近隣の小学

校と統合し，学区が広がった。学校のＰＣ室には，タブレット端末が約４０台あり，各教室には大型モニタ

ーが設置してあるが，稼働率は低く使用する教員に偏り見られる。また，ＩＣＴ支援サポーターが月 2 回

来校し，授業支援を行っているが，こちらもＩＣＴ機器同様に活用する教員に偏りが見られ，十分とは言

い難い状況である。教員の年齢構成は，若手とベテランで２極化している状況である。これまでに，授

業を実施した教員 2名は，どちらも 20代である。多様な年代の教員による実施が望まれる。 

 

 

目的 

 

上述した研究背景を受け，本研究の目的は，教育実践につながることを意図した小学校プログラミン

グ教育の推進に資する研修プログラムを提案することである。提案に際しては，第一筆者の勤務校をフ

ィールドにする関係上，第一筆者の勤務校の実態に配慮するという具体化，及び得られる知見の一般

化にも配慮する。 

 

 

方法 

 

開発の方針 

これまで，校内研修を実施しても，教育実践へとつながらなかった反省から，研修形態を少人数の学

年ブロック単位とした。加えて，TOTE モデル（鈴木 2015）を参考に，本研修の課題（ゴール）を示すこと

で，研修参加者が取り組まなければならないことを常に意識することができるようにした。鈴木が示す

TOTE モデルとは，ある特定のゴールをめざして進む時に，常にゴールに達したかどうかをチェックしな

がら作業を進めることを図式化したモデルである。ある作業を行う前に，すでに目標が達成されている

かどうかをチェックし（Ｔｅｓｔ），すでに達成されている場合は作業をしないで抜け出す（Ｅｘｉｔ）。目標が達

成されていないことが判明したら，その目標に向けてある一定量だけ作業を行い（Ｏｐｅｒａｔｅ），再び目標

が達成できたかどうかをチェックする（Ｔｅｓｔ）。1960 年に心理学者ジョージ・ミラーが同僚らと提唱したの

がTOTEモデルの起源とされている。 

本研究者では，TOTEモデルの特に，目標に向けてある一定量だけ作業を行う（Operate）を参考にし

て基本方針を以下の３つに定めた。 

 

（１）低・中・高の学年ブロックごとの研修とする 

（２）研修の課題（ゴール）を明確に示す 

（３）研修参加者が，具体的に授業をイメージすることができる手立てを準備する 
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（１）について，これまでの校内研修の反省から，研修参加者がプログラミングの授業の実施に向けて

主体的に考えることができるように，参加人数を少人数に限定する。人数を限定することで，研修参加

者一人一人の疑問や不安に寄り添えると考えた。低・中・高とブロックを分け，各研修の参加者は２～４

名となる。 

（２）について，研修前に研修の課題（ゴール）を明確にして示す。課題は，次の３つである。 

・小学校プログラミング教育の考え方を理解する 

・「プログラミング的思考」を自分の言葉で理解し，説明することができる 

・漠然としている不安や楽しみを具体的に考えることができる 

研修参加者に本研修の課題を示すことで，研修の目的が明確になり研修への意欲が高まることにつ

ながると考えた。研修内容は，これらの課題の解決につながる研修内容となるように留意する。 

（３）について，既存のプログラミングを取り入れた授業の学習指導案や，プログラミング的思考を捉え

やすくする教材（NHK for School「テキシコー」）を利用する。学年ブロックごとの研修にしたことで，研修

を実施する学年に応じた各種教材を提示することができる。 

 

 

評価方法 

研修参加者である教員に対して，研修後に質問紙調査（自由記述含む）を実施する。調査内容は以

下の６項目（表 2）とし，1）～3）については，5 段階（とてもあてはまる，あてはまる，わからない，あまりあ

てはまらない，あてはまらない）で回答を求めた。1）～3）については，肯定的評価から順に 5 点〜1 点

を付し，単純集計する。4）～6）については自由記述式で回答を求めた。 

加えて，プログラミングの授業実施に至ったかどうかを把握し，研修内容とのつながりを考察する。 

 

表 2 研修終了直後に回答を求めた質問紙の項目 

 

1) 小学校プログラミング教育の考え方を理解することができた 

2) 「プログラミング的思考」とは，どのようなものかを，自分なりに理解することができた 

3) 何が不安で，どんなことが楽しみかを具体的に考えることができた 

4) プログラミング教育を実践するにあたり，不安や楽しみはどんなことですか 

5) 小学校プログラミング教育に対する意識は変わりましたか 

6) 小学校プログラミング教育で，取り組んでみたいことはありますか 

 

 

 

研修内容 

 

研修展開 

  上述した３つの方針を踏まえ，学年ブロック（低・中・高）を対象に研修を実施した。研修時はどのブ

ロックも以下の流れで行った（表 3）。なお，研修企画者は第一筆者であり，研修を実施するフィールド
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は第一筆者の勤務する小学校である。 

 

表3 共通する研修の流れ 

 

① 研修課題を提示する 

② NHK for School番組「テキシコー」を視聴する 

③ 各学年ブロックに応じた体験活動を実施する 

 

① 課題の提示について 

 研修参加者がプログラミングの授業の実施に向けて主体的に考え研修に参加することができるよう，３

つの課題を提示した。第一筆者の勤務校の教員の多くが，小学校プログラミング教育に対して好意的

になってきたものの，何から始めたらよいか，何が正解か分からないといった漠然とした不安を抱えてい

たことから，研修企画者が内容を精選し，提示した。内容は以下の通りである。 

 

 ・小学校プログラミング教育の考え方を理解することができる 

 ・「プログラミング的思考」とは，どのようなものかを，自分なりに理解することができる 

 ・自分は，どんなことが不安で，どんなことを楽しみにしているかを具体的に考えることができる 

 

 上記のように研修参加者が，プログラミングの授業の実施に向けて自分自身の課題を認識したり，実

践可能性を捉えることができるように，課題設定に配慮した。 

 

② NHK for School番組「テキシコー」の視聴 

提示した課題を達成するための手段として，NHK for School 番組「テキシコー」を活用した。これまで

の研修で，プログラミングによって身に付く論理的思考力についての内容は提示してきたが，映像を活

用することにより，研修参加者がよりイメージしやすいように，視聴することとした。本番組は，小学校３年

生から高校生を対象としたプログラミング的思考をテーマにした番組である。頭の中で手順を組み立て，

先を予想してみたくなるような興味深い実験や，手順の組み合わせを改善していくことの楽しさを伝える

アニメーションを使って，プログラミング的思考の面白さを伝えている。10 分間の放送の中に，様々なミ

ニコーナーがあり，プログラミング的思考を捉えるには適した番組であると判断し，活用することとした。 

 

③ ブロックに合わせた体験活動 

 低・中・高各学年の児童の実態を考慮し，研修内で体験する内容をそれぞれ工夫した。内容は次の

通りである。 

 ・低学年 ＜コンピュータを使わないプログラミング的思考の体験＞ 

低学年ブロックの研修参加者は，コンピュータへの苦手意識をもっていたため，コンピュータを使わ

ずに組み立てる手順を楽しめる体験を提案した。内容は，迷路ゲームである。あらかじめ指示が書いて

あるカードを組み合わせながら，対象物をゴールまで進めるというものである。教室の床にも，実際に使

用できる迷路を準備し，発達段階に合わせた環境も整えた。 
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 ・中学年 ＜教科の学習で活かせるプログラミング的思考の体験＞ 

  中学年ブロックの研修参加者は，コンピュータを使用したプログラミング教育を実施したこともある教

員もいたため，教科の中で活用できる授業を提案した。提案した内容は国語科である。３年生で国語辞

典の使い方，４年生で漢字辞典の使い方を学ぶことから，辞書の引き方を可視化していく内容とした。 

 

 ・高学年 ＜ハードウェアを伴うプログラミング教材の体験＞ 

  高学年ブロックの研修参加者は，教員経験年数が 30 年以上のベテラン教諭と ICT 機器を積極的

に活用する若手教諭の組み合わせだったため，導入や設定が比較的容易にできるハードウェアを伴う

プログラミング教材（Sphero）を活用し，第 5学年の速さの学習で応用できる内容を提案した。 

 

各ブロックの研修の実際 

＜低学年ブロック＞ 

研修参加者は３名で，約１時間の研修となった。低学年ブロックでは，コンピュータへの苦手意識をも

つ研修参加者自身が，気軽に楽しくプログラミング的思考を体験することができる授業内容の提案とし

た。簡単な迷路ゲームを通して，「順序処理」や「繰り返し」を体験してもらった。あらかじめ用意してある

カードには，「１ます すすむ」「右に まわる」といった 1 つずつの指示が明記してあり，これらのカードを

組み合わせることによって，対象物をゴールまで進める内容となっている。実際の授業を想定し，対象

物を机上で動かすというだけではなく，児童自身も迷路を体験することができるように，教室の床に迷路

を作成し，発達段階に合わせた指導ができるよう工夫した。研修参加者からは，「迷路ゲームにもプログ

ラミングの要素が入っているのか」といった声や，「これまで自分たちが取り組んできた授業の組み立て

に，新たな視点を加えたり，違う角度から見たりすることで，プログラミングの授業になる」という感想が確

認できた（図 2）。 

 

 

図 2 研修後に調査に回答する低学年ブロックの研修参加者 

 

＜中学年ブロック＞ 

研修参加者は３名で，約１時間の研修となった。中学年ブロックでは，プログラミング的思考を教科の



茨城大学教育実践研究 39(2020) 

 - 216 - 

目標達成のために活用できる授業内容の提案とした。国語科の学習で，辞書の引き方を学ぶ。３年生

は国語辞典の使い方，４年生では漢字辞典の使い方である。一般的な授業では，児童に辞書引きに

おける必要な情報を示し，その後，教師主導で辞書を活用し語彙や漢字を調べるといった流れが考え

られる。本研修では，辞書引きにおける必要な情報を示した後，児童に「どのようにしたら言葉や漢字を

簡単に見つけることができるだろう」といった課題を提示することで，プログラミング的思考を活用できる

内容の授業を提案した。学んだ情報を小さく分け，辞書引きに必要な手順を児童自身がまとめていく流

れである。研修参加者は，何気なく引いていた辞書に，多くの手順があることに驚きの様子を見せてい

た。学年の実態を考えて，ペアの活動にするか，グループにするかといった具体的な授業のイメージを

口にする参加者の姿が見られた。 

 

＜高学年ブロック＞ 

研修参加者は３名で，約１時間の研修となった。高学年ブロックでは，研修参加者にプログラミング教

育の楽しさを味わってもらうだけではなく，今後の授業へ取り入れてもらえることを考慮し，ハードウェア

を伴うプログラミング教材（Sphero）の体験に多くの時間をかけた（図 3）。 

本研修で，Sphero を選択した理由は，他のハードウェアを伴う教材に比べ，導入や設定が比較的容

易にできるという点からである。授業を実施する上で，準備時間があまりかからないという点は，授業者

にとって大きな利点と考えた。前述に示したように，研修参加者のほとんどが小学校プログラミング教育

に好意的ではあるものの，以前の研修では授業の実施になかなかつながらなかったことから，準備等に

時間をかけることなく，容易にできる教材が必要と考えた。また，研修参加者である教師自身が「楽しい」

と思い，興味関心を高め，授業活用につなげる必要もあることから，興味を惹かれるデザイン性や，作

成したプログラムによっては，発光したり動き回ったりするなど，授業への活用の可能性が考えられると

して，本教材を選択した。 

 当該プログラミング教材を活用した授業の流れを提案しながら，研修参加者には自由に操作してもら

った。研修参加者は，Sphero を光らせたり，話し合いながら命令を組み立てたりしていた。プログラムを

組み立てる際には，動作のゴールを明確にし，手順の組み合わせを改善しながら取り組むというプログ

ラミング的思考の定義に沿った活動が見られた(図 3)。 

 

 

図 3 Spheroを体験する高学年ブロックの研修参加者 
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結果と考察 

 

研修の評価 

開発した研修プログラムに参加した教員の質問紙調査の結果を以下に示す（表 4）。 

3 項目とも値が 4.0 以上であり，高い評価値を得ることができた。研修を設計するにあたり，留意した

内容は，研修参加者の評価から適切なものであったと判断できる。 

 

表 4 質問紙調査の結果 

 1）小学校プログラミング教育の考え方を理解
することができた 

2）「プログラミング的思考」とは，どのような
ものかを自分なりに理解することができた 

3）具体的にどんなことが不安なのか，楽しみ
なのかを考えることができた 

標準偏差 0.64 0.49 0.49 
分散 0.41 0.24 0.24 
平均値 4.30 4.60 4.40 

 

自由記述で回答を求めた項目4）「プログラミング教育を実践するにあたり，不安や楽しみはどんなこ

とですか」の回答では，研修参加者から，「何からはじめればいいのかわからない」，「大変そう」といっ

た研修前の不安が，研修を受けたことで解消したという記述が確認できた。また，「どういった時にプロ

グラミングを取り入れていくのかが分からなくて不安だったのだと分かりました」，「１・２年でまずやること

がわかった」「年間でどこを使って取り組みをするか計画を立てたい」等という授業の実施について前

向きな回答が確認できた。 

研修の課題（ゴール）を明確に示した上で研修を実施したことで，研修参加者はプログラミングの授

業の実施に向けて主体的に考え，プログラミング教育をより身近に意識でき，漠然とした不安や期待

が明確になり，さらに不安は解消に近づいたと考えられる。 

自由記述で回答を求めた項目 5）「小学校プログラミング教育に対する意識は変わりましたか」の回

答では，「今まで難しい，とっつきにくいと思っていましたが，私にもできそうだということを感じました」，

「変わりました。これまでやってきたことを意識していくだけでもよいということを，いやだと思わずにやり

たいと思いました」，「変に構える必要はないと感じました」等，小学校プログラミング教育に対しての意

識に大きな変化が読み取れた。 

研修内容に，各ブロックに合わせた体験活動を取り入れたことや，具体的に授業をイメージすること

ができる手立てを準備したことで，研修参加者の授業への想像が広がり，授業構想が容易になったと

考えられる。また，導入される背景や，授業の具体的な事例を取り入れたことも意識の変化につながっ

たと考える。さらには，研修参加者一人一人のつぶやきや疑問に対して，研修企画者がその都度向き

合えたことも，授業の実施に対して前向きな記述につながった要因と推察される。 

自由記述で回答を求めた項目 6）「小学校プログラミング教育で，取り組んでみたいことはありますか」

の回答では，具体的な授業をイメージした記述が多く見られた。例えば，「クラブ活動でクイズゲームや

シューティングゲームの作成をしたい。そのために，思考を可視化することができるよう，フローチャート

を活用したい。作図には，Scratch などのソフトを活用する」，「総合や特活で取り入れたい。手段として
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用いたいので，子供たちへのおとしどころを自分でしっかりさせたい」，「理科の実験器具の操作方法を

フローチャートでまとめてみる。（顕微鏡，ガスコンロ，上皿天秤）など。その時に，理由も考えさせるのが

大切」といったものであった。 

これらの回答から，本研修をきっかけに授業の実施につなげようとする教員の姿を確認することがで

き，研修後に小学校プログラミング教育の授業実施につながる確かな手ごたえを感じることができた。 

 

 

授業実施に至った事例 

研修参加者の中から，その後，小学校プログラミング教育の授業を実施した教員は３名であり，中学

年ブロック１名と，高学年ブロック２名であった。これまでの研修後の取組よりも，授業実施に至った人数

が多いこと，複数の学年ブロックで実践されたこと，若手教員及びベテラン教員共に実践していることか

ら，本研修プログラムを好意的に評価していると判断できる。 

以下，高学年ブロックにおける研修で使用したプログラミング教材である Spheroを活用した第 5学年

の事例について，（1）授業の概要，（2）授業の展開及び授業実施に際して授業者が留意していた点を

記す。 

 

（１）授業の概要 

本実践は，第 5学年算数科「速さ」の単元で行った。速さの学習のまとめとして，児童の実態も考慮し

て内容を構成した。体育館に，プログラミング教材を動かせるコースをグループごとに２種類準備した。

児童は，試行錯誤しながらプログラミング教材をゴールさせるためのプログラムを考え，命令を組み合わ

せることができた。既習事項を生かして課題解決に取り組む姿が見られ，また，コンピュータの良さを感

じ取ることができた。 

 

（２）授業の展開及び授業実施に際して授業者が留意していた点  

授業の展開は以下の通りであった。 

 

１．本時の課題をつかむ 「スフィロをゴールさせよう。」 

２．スフィロの動作を確認し，本時の活動内容を改めて意識させる 

３．教師の模範動作をもとに，プログラムを組む 

４．グループで Spheroを動かす 

５．本時のまとめと振り返りを行う  

 

また，授業の実施に際して授業者が留意していた点は以下の通りであった。 

・教師が体育館に準備したコースを，決められた条件の中で Spheroを動かすことを通して，教科の目標

に迫る。 

・教師の模範動作を確認しながら，Spheroの動作を改めて確認させる。 

・思いつきでプログラムを組むことのないように意識させる。 

・既習事項を活用しながら，速さの一般化を図れるようにする。 
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授業を実践するまでに，放課後，研修参加者が主体的にプログラミング教材を試す姿や，授業構想

を研修企画者である第一筆者に相談するなど，意欲的に取り組む姿が見られた。授業者である教員は，

「児童の興味関心を高め，意欲をもって学習に取り組むことができると考え，本時を構想した」と話して

おり，研修を少人数に限定したことや研修でやるべき課題を提示したこと，授業をイメージすることので

きる具体物を提案したこと等が要因となって，授業の実施につながったと考える。 

 

 

 

おわりに 

   

 本研究の目的は，教育実践につながることを意図した小学校プログラミング教育の推進に資する研修

プログラムを提案することであった。これまでの筆者らの取組の課題をもとにして，研修形態を少人数の

学年ブロック単位としたり，TOTE モデルを参考に，本研修の課題（ゴール）を示し，研修参加者が取り

組まなければならないことを常に意識することができるようにしたりするといった特徴を有した研修プログ

ラムを開発した。各学年ブロックに共通する研修展開としては，①研修課題を提示する，②既存の教材

であるNHK for School番組「テキシコー」を視聴する，③各学年ブロックに応じた体験活動を実施すると

いう 3つの展開を準備した。 

研修参加者を対象にして，研修後に実施した自己評価の結果，得られた評価値は高く，研修内容は

適切であったと判断できた。また，自由記述の内容から，研修参加者が小学校プログラミング教育の授

業に対して前向きな姿勢が確認できた。そして，研修内容に関連した授業実施を確認することができた。 

しかしながら，研修参加者全員の授業実施にまでは執筆時点において，確認できていない。今後の

展望としては，これまで実施してきた小学校プログラミング教育に関連する研修と，本研究で提案した研

修プログラムを組み合わせ，年間を見通した小学校プログラミング教育に関する研修プログラムを提案

し，授業の実施，そして授業実施による児童の変容を確認する一連の研究に取り組むことを予定してい

る。 
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