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要旨

現在，文部科学省の審議会において2020年度を目途に小学校におけるプログラミング教

育の必修化が検討されている。しかし，ここで問題になるのが，小学校教育におけるプログラミ
ング学習環境である。文部科学省の審議答申においては，プログラミング教育という科目を増や
さず，既存の科目の利用を考えている。このため，プログラミング教育の専門性を有した教員や
その環境が存在しない状態で教育を行うには，学校現場の負担が大きいと考えられる。そこで本
研究では，初学者向けに多くの教育現場で実践利用の高い「Scratch」をもとに様々なセンサを簡
単に制御可能なフィジカルコンピューティング教材の開発を目指すものである。
キーワード

フィジカルコンピューティング，技術教材，プログラム学習，Scratch，計測
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１．はじめに

１）ICT環境の整備，２）教材の開発，３）
教員の養成・研修，４）指導体制の充実，５）

現在，文部科学省の審議会において2020年

社会との連携・協働があげられる。

度を目途に小学校におけるプログラミング教
育の必修化が検討されている。しかし，ここ

１）は言い換えれば「全ての小学校におい

で問題になるのが，小学校教育におけるプロ

てプログラム教育に必要な環境整備が図ら

グラミング学習環境の構築である。文部科学

れる必要がある。」となる。現在，ICT環境

省の審議答申では，プログラミング教育とい

は地域だけでなく，学校間によっても格差が

う科目を新たに増やさず，既存科目の利用を

見られることが多い。更に，学習に用いるタ

考えている。このため，プログラミング教育

ブレット本体だけでなく，ネットワークやセ

の専門性を有する教員や，その教育環境が存

キュリティ保障のような運用環境も通年を通

在しない状態でプログラミング教育を行うに

して要求されるため，初期コストだけでな

は，生徒だけでなく学校現場にも負担が大き

く，運用コストについても考慮する必要があ

いと考えられる。

る。

そこで本研究では，基礎的なコンピュータ

２）については，「アプリケーションの使

環境下だけで構成され，教育を行う側にも負

い方が目的ではなく，子供たちに育む「プロ

担をかけないようなプログラム教育環境の構

グラミング的思考」の意義を実現するための

築を目指すものである。さらにコンピュータ

授業」が求められている。そのためには，各

の命令だけを学習するような専門的なプログ

教科等における教育の強みとプログラミング

ラム教育だけでなく，学習者が将来に渡って

教育のよさが結びつき，小学校教員が活用し

役立つような論理的思考を学習できるような

やすい教材等の開発が早急に望まれている。

学習環境の構築を目標とする。ここでは特に

３），４），５）では「より効果的なプログ

多くの小・中学校の教育現場で実践利用の高

ラミング教育の実施のためには，既存の指導

い「Scratch」をもとに，思考の視覚化を実現

体制では対応が困難な場合がある」ことから，
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御可能とする。更に繰り返し学習を行うこと

た指導体制の充実が要求されるであろう。

で，自分の思考を実空間の現実を通して具体

更に，学校教育現場において教員側での大

化するフィジカルコンピューティング教材の

きな問題点は，教師側のプログラミング教育

開発を目指すものである。

に対する準備が上げられる。現状ではプログ

本研究の背景となったのは，2016年４月に

ラミング教育は小学校教育においては新しく

文部科学省から発表された「2020年度を目

新設された「小学校英語」のような単独の教

標に小学校におけるプログラミング教育必修

科としては設定されていない。

化」への変革である。これは非常に大きなカ

このため，おそらく多くの場合は教える教

リキュラム変革であり，プログラミング必修

師側においても，専門的なプログラミング教

化実現のためには学校現場において幾つかの

育を受けないままで授業を行う場合が出てく

ⅰ

る可能性がある。

大きな問題点 がある事が示されている。プ

また，そのプログラミング教育の内容にお

ログラミング必修化においての具体的な問題

いても，文部科学省が同年６月には有識者会

点としては

－52－

ฟ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡲࡓ㸪ࡑࡢࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࡢෆᐜ

初等中等プログラム教育に向けたフィジカルコンピューティング教材の試作
࠾࠸࡚ࡶ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀྠᖺ  ᭶ࡣ᭷㆑

 ࣇࢪ࢝ࣝࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢ

⪅㆟ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢᩍ⫱┠ⓗࢆࠕᑗ᮶ࡢ
議を行い，その教育目的を「将来どのような

ࣇࢪ࢝ࣝࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢࡣࠕ
ラムのことである。
」ⅲ。ここでは製品制作の

ࡼ࠺࡞⫋ᴗᑵࡃࡋ࡚ࡶ㸪௦ࢆ㉸࠼࡚
職業に就くとしても，時代を超えて普遍的に

࣓ࣜ࢝㸪ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᏛ࡛ጞࡲࡗࡓ㸪ࢹ
教育プログラムという事で，情報教育の専門

求められる力としての『プログラミング的思
ᬑ㐢ⓗồࡵࡽࢀࡿຊࡋ࡚ࡢࠗࣉࣟࢢࣛ

的な知識を持たない人を対象としている。こ
ࢨࢼ࣮ࡸ࣮ࢸࢫࢺࢆᑐ㇟ࡋࡓ㸪ே

考』を育むこと」と定義した。よって，これ
࣑ࣥࢢⓗᛮ⪃࠘ࢆ⫱ࡴࡇࠖᐃ⩏ࡋࡓࠋ

れは言い換えれば，初等中等教育において初
㛫ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ⼥ྜࡍࡿసရไసࡢᩍ

らの問題点を解決するための教材としては
ࡼࡗ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ

めてコンピュータ教育を学習するようなター
LLL

⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠖ ࠋࡇࡇ࡛

ゲットとも重なっており，これが今後のプロ

ࡣ〇ရไసࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠸࠺࡛㸪

ᩍᮦࡋ࡚ࡣ

１）専門的なプログラミング教育を受けてい

グラム教育の重要な意味を持つ事は間違いな

ないものでも，簡単に授業で取り組める
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Scratchについて
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３）自分の思考を視覚化して，表現・再考・

本研究では用いたプログラミング教育環境

発表できる事

のコアとなる部分には「Scratch」 を用いた。

４）プログラムの結果を主として視覚的情報
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さらに「Scratch1.4系」の大きな特徴として
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ࠕ3URFHVVLQJࠖゝㄒࢆ⏝࠸࡚ࡇࡢࢭࣥࢧ ᮏ◊✲࡛ヨసࡋࡓࣈࣜࢵࢪࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ
ᮏ◊✲࡛ヨసࡋࡓࣈࣜࢵࢪࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ
ࠕ3URFHVVLQJࠖゝㄒࢆ⏝࠸࡚ࡇࡢࢭࣥࢧ
な変更・設定が行えないという問題点があ
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的なブリッジプログラム「Scratio」 の実行画
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図４ ブリッジプログラム制御フロー
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図５
Scratio実行画面
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図７ 超音波センサブロック7&3 ࢯࢣࢵ
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る。このブロックも１行だけでデータの取り 
込みが可能となる。このため，上記の教材と

に適した題材として，学習効果まで含めた実
践例への応用を試みる。

同じように誰でもが簡単にWEB上で取り扱
われているJSONデータの利用が可能となり，
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