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＜あらまし＞ 小学校プログラミング教育の知識・理解の不足に対し，課題意識を感じてい
る教員は，モデル校の実践事例集に関する情報のニーズが高い．しかし，プログラミング教
育を先行実施してきた学校の事例集について整理した研究は進められていない．そこで本
研究では，プログラミング教育推進校を対象に，①学年と教科等の関連性，②教材の使用傾
向，③学習目標の分類，④学習過程の傾向をそれぞれ分析し，教師が授業を実践する上で参
考となる情報の検討を行った．
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1. はじめに
2020 年度より，小学校段階でのプログラミ
ング教育が全面的に実施されている．さらに
文部科学省（2020）は，小学校プログラミン
グ教育の手引(第三版)を作成しており，プロ
グラミング教育についての基本的な考え方な
どをわかりやすく解説している．
全面実施を前に黒田・森山（2018）は，小
学校教員を対象に，プログラミング教育の課
題や教員研修に対する意識調査を実施してい
る．その結果，全体の 92.0%の教員がプログ
ラミング教育に関する自己の知識・理解の不
足に対し，課題を感じていることが明らかに
なった．そして，プログラミング教育の知識・
理解が不足しているという課題意識をもって
いる教員は，モデル授業の実践事例集やモデ
ル校の指導案に関する情報のニーズが高いこ
とが示された．したがって，教員がプログラ
ミング教育の授業を設計する際には，実践事
例等の情報のニーズがあることが考えられる．
また，山本ほか（2020）は，小学校でプロ
グラミング教育を推進する具体的な方策を明
らかにすることを目的に，教員向け意識調査

を実施し，探索的因子分析を用いて阻害要因
や促進要因を抽出した．その結果，実践事例
や教材等に関する「情報提供」を促進要因の
１つとして明らかにしている．これらの先行
研究から，プログラミング教育に関する知識・
理解が不足しているという課題意識を持って
いる小学校教員は，小学校プログラミング教
育の実践事例に関する情報のニーズが高く，
促進の要因となると考えられる． しかし，小
学校プログラミング教育の実践事例を整理し
た研究はなされていない．
そこで本研究では，平成 29 年告示小学校
学習指導要領における 2020 年度からの小学
校プログラミング教育の全面実施に向け，実
施に対して不安を抱えている教員が授業を設
計する際に参考となる情報を整理し，検討す
ることを目的とする．
なお，調査は４つの段階で実施した．
第１段階は，推進校の実践事例を対象に，
教材の使用傾向についてそれぞれ分析した．
この調査を「調査１」とした．
第２段階は，学年と教科等に着目し，それ
ぞれの関係性を検討した．この調査を「調査

２」とした．

(例)

第３段階は，学習指導案における本時の目
標を２つの観点から分類し，検討を行った．
この調査を「調査３」とした．
第４段階は，小学校第５学年算数「正多角
形」の単元におけるプログラミング教育の指
導課程を分析した．この調査を「調査４」と
した．

2. 調査の対象及び時期
2018 年度から 2019 年度にかけて，東京都
教育委員会にプログラミング教育推進校（以
下，推進校とする）として指定され，実践研
究を行った小学校 75 校を調査対象とした．
推進校 75 校に，各校が作成した研究発表の
ための資料（研究紀要，リーフレット，学習
指導案集，ワークシート等）の郵送を依頼し
た．収集期間は，2020 年３月から５月とし，
47 校（62.7%）から返送があった．
3. 調査１：教材の使用傾向
3.1. 調査方法
調査項目は，実践学年，教材名の２項目と
した．なお，１つの実践授業で複数の実践学
年，教材名に関わる場合は，それぞれの項目
を１件として集計した．
3.2. 教材タイプの分類
教材タイプは，
「フローチャート」や「カー
ド」等の PC（タブレットを含む）を用いない
教材（以下 PC を用いない教材とする），
「ozobot」や「コード・A・ピラー」等の PC
（タブレットを含む）を用いないロボット型
教材（以下 PC を用いないロボット型教材と
する），
「Scratch」や「WeDo」等の PC（タ
ブレットを含む）を用いる教材（以下 PC を
用いる教材とする）とする．なお，教材が書
かれていない実践は，PC を用いない教材と
してカウントした．
3.3. 教材タイプ別実践事例数
結果を図１に示す．PC を用いない教材は，
262 件だった．PC を用いないロボット型教
材は 49 件だった．PC を用いる教材は 336 件
だった．したがって，実践事例において最も
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多く使用された教材は，PC を用いる教材で
あることが示された．
結果より，PC を用いる教材が多く見られ
たことについては，
「プログラミング教育に関
する手引（第三版）
」
（文部科学省 2020）にお
けるコンピュータを用いずに行なう指導の考
え方が関連しているのではないかと考えられ
る．同手引において，
「学習指導要領では児童
がコンピュータをほとんど用いないというこ
とは望ましくないことに留意する必要があり
ます．」と述べられていることから，PC を用
いない教材および PC を用いないロボット型
教材よりも，PC を用いる教材が多く使用さ
れているのではないかと考えられる．
3.4. 実践学年別の教材タイプ内訳
１） PC を用いない教材
最も多かったのは，２年生で 63 件，次いで
１年生で 61 件だった．このように，PC を用
いない教材の使用件数は，１年生および２年
生が多く見られた．
２）PC を用いないロボット型教材
最も多かったのは，２年生で 19 件，次いで
１年生で 17 件だった．このように，PC を用
いないロボット型教材の使用件数は，１年生
および２年生が多く見られた．
３）PC を用いる教材
最も多かったのは，６年生で 94 件，次いで
５年生で 86 件だった．このように，PC を用
いる教材の使用件数は，５年生および６年生
が多く見られた（表 1）．
結果より，低学年では「絵本」や「カード」

表 1 学年別教材タイプ内訳

会における「生活・総合的な学習の時間ワー
キンググループ」の名に準じており，生活と
総合的な学習の時間に体験的な学習としての
関連性があるとみなした．
4.2. 学年ごとの実践事例数
実践事例は，全体で 674 件見られた．学年

等の PC を用いない教材の使用が多く見られ
た一方，高学年では，
「Scratch」や「micro:bit」
等の実際にビジュアル型プログラミング言語
を用いてプログラミング体験を行なう PC を
用いる教材の使用が多く見られた．プログラ
ミング教育の実施にあたり，教員がプログラ
ミング教材を選定する際には，児童の発達の
段階や学習経験を踏まえていることが考えら
れる．
3.5. 考察
先行してプログラミング教育を２年間にわ
たり実施してきた東京都プログラミング教育
推進校の実践事例より，使用された教材の使
用傾向を調査した．その結果，プログラミン
グ教材は，実践学年によって，用いられる教
材タイプが異なる傾向が示された．
例えば，低学年よりも高学年の方が PC を用
いない教材や PC を用いないロボット型教材
の他にも，PC を用いる教材の使用件数が多
かった．そのため，高学年においてプログラ
ミング教育を実施する際には，PC が必要な
場面が多くあることが考えられる．したがっ
て，学校全体でまずは高学年を対象とした
PC を使用するための環境整備をすることが
求められるのではないかと考えられる．

4. 調査２：学年と教科等の関連性
4.1. 調査方法
調査項目は，学年，
教科等の２項目とした．
なお，１つの実践事例で複数の学年，教科等
に関わる場合は，授業実践を分け，それぞれ
を集計した． さらに教科等の項目について，
生活と総合的な学習の時間を「生活・総合的
な学習の時間」とした．これは，教育課程部

ごとの実践数に有意差があるかを検証するた
め，χ２検定を行った．この際，実践数が５件
以下のクラブ活動は検定の対象から除外した．
その結果，学年ごとの実践数に有意差は見ら
れなかった．（χ2 (5) = 9.933,n.s.）．
4.3. 学年ごとの教科等の内訳
最も多く見られた授業実践は，５年生の算
数で 52 件，次いで６年生の理科で 41 件，次
いで４年生の総合的な学習の時間で 35 件だ
った（図２）．
4.4. 当該学年・教科等の標準授業時数の実
践事例数の比率
しかし，学年・教科等の標準授業時数が異
なるため，実践数そのもので比較することは
適切ではない．そこで当該学年・教科等の標
準授業時数あたりの実践事例の数の比率（以
下，比率とする）を整理した（表２）．
生活・総合的な学習の時間は，３年生から
６年生までの比率が高かった．また，算数で
は５年生，理科では６年生，学級活動では２
年生の比率が高かった．
これらのことから，学習指導要領に学習活
動が例示されている総合的な学習の時間，５
年生の算数，６年生の理科は，他の教科等と
比較して多く実践がなされたことが考えられ
る．
4.5. 考察
本章では，小学校プログラミング教育の実
践事例を整理し，学年と教科等の関連につい
て検討することを目的にプログラミング教育
推進校の実践事例を分析した．その結果，学
年ごとの実践数に有意差は見られず，児童の
発達段階に応じることで全学年においてプロ
グラミング教育を実施できる可能性が示唆さ
れた．また，学習指導要領に学習活動の例示

図 2 実践学年ごとの教科等の内訳
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があることから，総合的な学習の時間，５年
生の算数，６年生の理科で多く授業実践が見
られた．

断した．信頼性を確認するため，第一著者が
分類を行った後，第一著者以外の第三者（教
育学部生）２名に分類を依頼した．なお，事
前に２名の学生に対して分類の基準を示した

5. 調査３：本時の目標の分析
5.1. 調査方法
調査項目および集計方法
学習指導案から，
「本時の目標」を抽出し，
分類した．なお，１つの学習指導案で複数の
学年，教科等に関わる場合は，授業実践を分
け，それぞれを集計した．

のち，いくつか実際に分類の練習をさせ，内
容理解の確認が取れた上で次の手順で分類を

学習目標の分類方法
分類の際には，学習目標がそれぞれ「３つ
の項目」の主たる内容に適合するか否かで判

行なった（表３）．
一方，
「５つの学習成果の区分」は，「言語
情報」，「知的技能」，
「認知的方略」，
「運動技
能」，
「態度」である．標準的動詞について鈴
木（1995）は，言語情報は“記述する”，知的
技能は“区別する”他４動詞，認知的方略は
“採用する”，運動技能は“実行する”，態度
は“選択する”と示している（表４）
．これら
標準的動詞，または標準的動詞の意味に近い

表3

信頼性の確認の手順

判断力，表現力等」に，
「態度」は「学びに向
かう力，人間性等」に該当するとしている．
したがって本研究では，
「３つの項目」と「５
つの学習成果の区分」
を関係づけて整理した．
5.2. 「３つの項目」の結果
学習目標（本時の目標）が記載された推進
校の学習指導案は，全体で 543 件だった．
「３つの項目」における「知識及び技能」
は 172 件（31.7％）
，「思考力，判断力，表現

表 4 鈴木（1995）の学習成果の標準的動詞

力」は 375 件（69.1％），
「学びに向かう力，
人間性等」は 90 件（16.6％）だった．
5.3. 「５つの学習成果の区分」の結果
「５つの学習成果の区分」における「言語
情報」は 158 件（29.1％），
「運動技能」は 14
件（2.6％），
「知的技能」は 342 件（63.0％）
，
「認知的方略」は 33 件（6.1％）
，「態度」は
90 件（16.6％）だった（表５）
．

動詞を基準に，学習目標を「５つの学習成果

5.4. 考察
はじめに，学習目標を「３つの項目」で分

の区分」のうち，どの区分に分類されるかを
判断した．分類の手順は「３つの項目」をも
とに分類した時と同様に行った．

類した結果，
「知識及び技能」
，
「学びに向かう
力，人間性等」に比べ，
「思考力，判断力，表
現力等」が最も多く見られた．
「小学校段階に

さらに，市川（2019）は，
「３つの項目」と
「５つの学習成果の区分」の関係について，
「言語情報」
，
「運動技能」は「知識及び技能」

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）
（
」文部科学省 2016）
は，
「思考力，判断力，表現力等」は，
「プログラ

に，「知的技能」
，
「認知的方略」は「思考力，

ミング的思考」を育成することがねらいであ

表 5 学習目標の分類結果

ると述べている．なお，
「小学校プログラミン

表 6

「導入」段階における学習活動

グ教育の手引（第三版）
」
（文部科学省 2020）
は，「
「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．
」と述べている．これらのこ
とから推進校は，プログラミング教育を行う
際に，
「プログラミング的思考」の育成を重視
していることが考えられる．
続いて，学習目標を「５つの学習成果の区
分」で分類した結果，
「知的技能」
「言語情報」
，
の順で多く見られた．
「知的技能」は下位の弁
別，概念，ルールと原理，最上位の問題解決
の 諸 技能 で構 成さ れ てい る（ ガニ ェ ほか
2007）. したがって，教員は児童に対して，
プログラミングを通して，問題解決能力を身
につけさせたいと考えていることが示唆され
た．また，
「言語情報」に分類された学習目標
の例として，
「プログラム作りを通して，漢字
の部首，音読みや訓読みについての理解を深

を「導入」，
「展開」，
「まとめ」の３つの段階
（以下，３つの段階とする）に整理した．な
お，１つの学習活動の中に複数の活動が記載
されている場合（例えば，「正多角形の性質
と作図の仕方を確認する」）は，活動内容を
分け，それぞれ集計した．
なお，カウントの手順は次の通りである．
（１） 学習指導案に記載されている活動内
容をキーワードに着目してラベリン
グ（例：Scratch を使って正多角形
を作図する→プログラミングで正多
角形を作図する 等）

めることができる」などの記述が見られ，
「言
語情報」に分類された学習目標は，プログラ
ミング教育を通した教科等での知識習得も含

（２） 同じラベルの活動内容の件数をカウ
ント

まれていると考えられる．

6.2. 結果と考察

5.5. まとめ

対象となる学習指導案の抽出数
収集した学習指導案の総数は 543 件であり，
そのうち第５学年算数「正多角形」の単元に

本章では，プログラミング教育推進校の学
習指導案における「本時の目標」に着目し，
学習目標を「３つの項目」，
「５つの学習成果
の区分」の２種類の方法で分類を行なった．
その結果，プログラミング教育の学習目標は，
「思考力，判断力，表現力等」に基づいた目
標が最も多く，その中でも「知的技能」の割
合が多く見られた．したがって，小学校プロ
グラミング教育の中核ともいえる「プログラ
ミング的思考」は，
「思考力，判断力，表現力
等」に位置するため，教員は児童に対してプ
ログラミングを通してプログラミング的思考
を育成させ，問題解決能力を身につけさせた
いと考えていることが示唆された．

6. 調査４：指導過程の分析
6.1. 調査方法
入手した各学校の学習指導案集から，第５
学年算数「正多角形」の単元に該当する指導
過程を抽出した．そして，抽出した活動内容

ついて記載された学習指導案は 33 件だった．
なお，算数では第５学年が 52 件で最も多か
った（鈴木ほか 2020）．
「導入」段階の分析結果と考察
「導入」における活動内容を整理した結果
を示す（表６）
．
「学習目標の確認」が 22 件で最も多く，次
いで「正多角形の性質を確認する」が 15 件，
「正多角形の作図の仕方を確認する」が８件
だった．
結果より，
「学習目標の確認」以外は，前時
の学習内容を確認する活動内容である．した
がって，
「導入」では，前時と本時の授業内容
を関連させるために，復習に関する活動が多
いことが考えられる．また，
「導入」で，前時
の復習や確認等を行うことは，プログラミン
グに関する活動を行うことは，プログラミン
グに関する活動が行われない授業の指導過程

と概ね同じであることが考えられる．したが
って，プログラミングに関する活動を取り入
れるか否かで，算数の授業における「導入」
段階の活動内容は変化しないことが示唆され
た．
「展開」段階の分析結果と考察
6.2.3.1.

プログラミングにより作成する
図形に関する結果と考察
プログラミングで正多角形を作図する活動

について，図形に着目して整理した結果を示
す
（図３）
．図中の矢印は４種類の太さがあり，
それぞれ件数を示している．矢印の太さは件
数の２倍のポイントとし，１件は２ポイント，
２件は４ポイント，３件は６ポイント，４件
は８ポイントとして示した．
正方形から正三角形，正多角形の順が３件
だった．続いて正三角形から正六角形の順が
４件，正五角形の順が２件，正八角形の順が
１件だった．さらに，正六角形から正多角形
の順，正五角形から正六角形の順はそれぞれ
２件だった．したがって，プログラミングで
正多角形を作図する際には，正方形，正三角
形，正六角形，その他正多角形という順が多
いことが示された．以上の図形の順は，小学
校第５学年算数の教科書に記載されている指
導過程と概ね一致していた．このことから，
教員は第５学年算数「正多角形」の単元にお
いてプログラミングの授業を行う際には，教

図3

プログラミングにより作成する
図形の順番

の後も繰り返し作図をする過程が最も多いこ
とが示された．したがって，教員は児童に対
し，第１段階の作図で得た知識をもとに，他
の図形を作成させたい意図があるのではない
かと考えられる．また，教員はプログラミン
グで正多角形を作図したのち，作成したプロ
グラムを他者と共有，確認する活動を設計し
ていることが示された．したがって，プログ
ラミングで作図を行う場合，個人での活動に
限定した指導過程を設計することは少なく，
他者に共有したり，確認したりする活動を組
み合わせた指導過程を設計することが考えら
れる．
「まとめ」段階の分析結果と考察
「まとめ」における活動内容を整理した結
果を示す（表７）．

科書に記載されている指導過程にしたがって
いることが考えられる．

「学習内容を振り返る」が 22 件で最も多
く，次いで「学習内容をまとめる」が８件，
「きまりを見つける」が５件だった．

6.2.3.2.

結果より，
「まとめ」においては，本時で行
った活動の振り返りや，内容のまとめをして
いることが示された．
「導入」と同様に，「ま

指導過程の結果と考察

「展開」において，活動の流れとなる指導
過程を分析した結果を示す（図４）．なお，図
２では，図形の種類等を詳細にした活動内容
のラベルを対象としていたが，本分析では活
動内容のラベルを「作図する」，
「確認する」，
「共有する」
，
「方法を考える」
「まとめる」の
５つにまとめ，整理した．
第１段階では，
「作図する」
が 20 件であり，
「作図する」に続く第２段階の活動は，
「作図
する」が９件，
「共有する」が５件，
「方法を
考える」が２件，
「確認する」が３件だった．
結果より，プログラミングで作図をし，そ

とめ」の段階で，振り返りや内容のまとめを
行うことは，プログラミングに関する活動が
行われない授業の指導過程と概ね同じである
と考えられる．したがって，プログラミング
に関する活動を取り入れるか否かで，算数の
授業における「まとめ」の活動内容は変化し
ないことが示唆された．
6.3. 考察
本研究では，小学校プログラミング教育を

図4
表7

小学校第５学年算数「正多角形」の単元における指導過程

「まとめ」段階の活動内容

た．したがって，教員は第５学年算数「正多
角形」の単元においてプログラミングの授業
を行う際には，教科書の指導過程に従ってい
ることが考えられる．さらに，
「展開」におけ
る指導過程を分析した結果より，作図したの
ちに再度異なる図形を繰り返し作図する流れ

先行的に実施してきた推進校における学習指
導案の指導過程に着目し，小学校プログラミ
ング教育の授業における指導過程を「導入」，
「展開」，
「まとめ」の３つに整理し，それぞ
れ分析した．
「導入」では，前時と本時の授業内容を関
連させるために，前時の復習として内容確認
に関する活動が多いことが考えられる．
「展開」では，手書きによる作図は 1 件，
プログラミングによる作図は 85 件だった．
したがって，
「展開」では，手書きでの作図よ
りも，プログラミングでの作図をすることが
多く，教員は１時間の授業における「展開」
段階で，児童にプログラミングによる作図を
させたいということが考えられる．また，プ
ログラミングで作図する際には，正方形，正
三角形，正六角形，その他正多角形という順
であり，これは小学校第５学年算数の教科書
に記載されている指導過程と概ね一致してい

が多く見られた．そのため教員は児童に対し，
第１段階で作図をしたことによって得た知識
をもとに，他の図形を作成させたい意図があ
るのではないかと考えられる．そして，プロ
グラミングで正多角形を作図したのち，作成
したプログラムを他者に共有，確認する活動
が見られた．したがって，プログラミングで
作図を行う場合，個人での活動に限定した指
導過程を設計することは少ないことが考えら
れる．
「まとめ」では，本時で行った活動の振り
返りや，本時の学習内容のまとめをしている
ことが示された．「導入」では内容確認，「ま
とめ」では振り返りや内容のまとめを行うこ
とは，プログラミングに関する活動が行われ
ない授業の指導過程と概ね同じであると考え
られる．したがって，プログラミングに関す
る活動を取り入れるか否かで，算数の授業に
おける「導入」や「まとめ」の活動内容は変
化しないことが示唆された．

7. まとめ
本研究で得られた成果は，５点に整理され
る．
１） 推進校のプログラミング教育の実践に
おける学年，教科等の傾向を示した．
推進校の実践事例では，学年ごとに実践数
に差が見られず，教科等においては，総合的
な学習の時間，算数，理科が多く見られた．
このことから，学年については，平成 29 年
告示小学校学習指導要領に学習活動が例示さ
れている学年である第５学年および第６学年
だけではなく，発達段階を踏まえることで低
学年や高学年といった幅広い学年で実践が可
能であることが示唆された．また，教科等に
ついては，学習指導要領に学習活動の例示が
ある教科等を多く実践されていることが考え
られる．

は，他の教科等と比較して多く実践が行われ
たことが考えられる．
４） 小学校プログラミング教育における学
習目標を２つの項目で分類した．
プログラミング教育の学習目標は，
「思考力，
判断力，表現力等」に基づいた目標が最も多
く，その中でも「知的技能」の割合が多いこ
とが示された．
このことから，小学校プログラミング教育
の中核ともいえる「プログラミング的思考」
は，
「思考力，判断力，表現力等」に位置する
ため，教員は児童に対してプログラミングを
通してプログラミング的思考を育成させ，問
題解決能力を身につけさせたいと考えている
ことが示唆された．

２） 小学校プログラミング教育の授業で用

５） 小学校プログラミング教育の授業にお
ける学習過程を整理した．

いられていた教材の使用傾向を整理し
た．
低学年よりも高学年の方が，PC（タブレッ

小学校第５学年算数の正多角形の単元にお
ける学習過程を整理した結果，作図から，再
度異なる図形の作図をする流れが最も多かっ

トを含む）を用いない教材や，PC を用いない
ロボット型教材に加えて，PC を用いる教材の
使用が増加する傾向が示された．

た．さらに，正多角形の作図は，正方形，正
三角形，正六角形，その他正多角形の順であ
り，算数の教科書の指導過程と概ね一致して

このことから，学校全体でまずは高学年を
対象とした PC を使用するための環境整備を
することが求められるのではないかと考えら

いた．
このことから，プログラミングに関する活
動を取り入れるか否かで，算数の授業におけ

れる．また，実践数が増加することで，PC を

る活動内容は大幅に変化しないことが示唆さ

用いない教材や，PC を用いないロボット型教
材だけではなく，PC を用いる教材を活用した

れた．

実践が多く行われることが考えられる．

8. 今後の課題
実践校に対しアンケート調査やヒアリング
調査を行い，より教員のニーズにあった，か
つ信頼性のある情報を検討していきたい．さ
らに，本研究で整理した各情報の評価は行な
っていないため，教員にとってどのような情
報がプログラミング教育の授業設計を行う際
に必要となるのかについての調査を行い，情
報の精査をしていきたい．

３） 小学校プログラミング教育の実践の学
年と教科等の関係を整理した．
推進校の実践事例において学年ごとの実践
数に有意差は見られなかった．また，学年ご
との教科等の内訳では，
総合的な学習の時間，
５年生の算数，６年生の理科で授業実践が多
かった．
このことから，児童の発達段階に応じるこ
とで全学年においてプログラミング教育を実
施できる可能性が示唆された．さらに，学習
指導要領に学習活動が例示されている総合的
な学習の時間，５年生の算数，６年生の理科
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