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相模原市教育センター

巻頭言

「新しい時代の準備」

所長

平成があと４か月あまりで終わります。ある新
聞の世論調査では、平成時代の印象に残る出来事
のトップには大規模な自然災害、社会の大きな変
化としてはインターネットの発達が挙げられてい
るようです。
教育に関しては、この 30 年間でどのような変
化があったでしょうか。学習指導要領は 3 回改訂
されました。平成元年の改訂では「社会の変化に
自ら対応できる心豊かな人間の育成」をめざし、
生活科が新設されました。その 10 年後には「自
ら学び自ら考える力などの生きる力の育成」をめ
ざし、総合的な学習の時間が新設され、さらに
10 年後には小学校外国語活動が導入されました。
そして現在移行期間中の新しい学習指導要領
は、平成の次の時代に全面実施になります。新し
い学習指導要領解説の総則編では、冒頭の世論調
査と同様に、様々な自然災害の発生や人工知能の
飛躍的進化、グローバル化の進展等を社会や環境
の変化として挙げています。
このような時代にあって、学校教育では、様々
な変化に積極的に向き合い課題を解決していく子
ども、情報を見極め、新たな価値や目的を再構築
できる子どもを育てていくことが求められていま
す。
今回の「さがみはら教育」のテーマはプログラ
ミング教育です。グローバル化した社会において、
外国語教育が重要であるのと同じように、情報化
した社会においては、コンピュータを理解し活用



松田

知子

していく力を身につけていくことは必須となりま
す。
プログラミング教育で育む３つの資質能力の中
で、今回はプログラミング的思考の育成を中心に
扱っていますが、「コンピュータの働きをよりよ
い人生や社会づくりに生かそうとする態度の育
成」も大切なねらいです。人生や仕事において、
能力や熱意以上に大切なのは、よい方向に向かっ
ていこうとする姿勢や考え方だと思います。今後、
必修化するプログラミング教育も、その真髄を忘
れてはいけないと考えます。
情報教育のみならず、学校は今、様々な課題に
直面しています。このような課題に対してより充
実した支援を行うために、教育委員会は今年度４
月に組織を改編しました。今まで学校教育と社会
教育の両方を担っていた総合学習センターは、教
育センターと生涯学習センターに分かれ、教育セ
ンターは学校支援の機能を強化しました。教育セ
ンターの主な役割は人材育成ですが、従来の研修
や研究に加え、今年度からは、学校を訪問し授業
を参観することで、具体的な指導助言を行ってい
ます。
研修や研究で学んだことを学校は実践として具
現化し、教育委員会は指導助言により学校に返す
という、双方向的な人材育成を進めていきたいと
考えております。

プログラミング教育の進め方
ＮＰＯ法人ＣＡＮＶＡＳ
ＣＡＮＶＡＳ公式サイト

理事長

石戸

奈々子

http://canvas.ws/

プログラミング教育ポータルサイト ComputerScience for ALL http://csforall.jp/

１

なぜプログラミング教育が必修化したの？
新しい技術の発明は社会を変化させてきまし
た。１８世紀末の蒸気機関車の発明は第１次産業
革命を起こし、世界に機械化、工業化の波を起こ
しました。１９世紀後半には電力を用いた大量生
産化をもたらす第２次産業革命が、そして２０世
紀後半には、コンピュータ技術の発達により自動
化を促す第３次産業革命が起こりました。そして
今、AI、IoT 等の技術が牽引する第４次産業革命
を迎えようとしています。これは、狩猟社会、農
耕社会、工業社会、情報社会に続く第５の文明刷
新 「Society5.0」でもあるとされ、産業に留まら
ず社会・文化・暮らしの全場面に変革をもたらし
うるものです。だからこそ全ての人にとって重要
な教育問題として議論されるようになりました。
これまでの教育は、より多くの知識を得ること
に評価の力点が置かれていました。均一化された
知識を身に付けた人材が求められるキャッチアッ
プ型の工業型社会には効果的だったからです。し
かし今、経済がグローバル化し、国境を越えて人
材が移動するようになりました。大量の情報が国
境を越えて行き交う社会になりました。情報があ
ふれる社会では、たとえ多くの知識を得たとして
も、それはすぐに陳腐化してしまいます。
社会の構造が大きく変化する中で、私達は、そ
の変化に立ち向かいながら、情報技術を使いこ
なし、世界中の多様な価値観の人と協働し、新し
い価値を創造する力が今まで以上に必要となりま
す。それがプログラミング教育導入の背景です。

グラムが制御するロボットが活躍しています。家
電、冷暖房、台所、全てをコンピュータが管理し、
電車・信号機、病院の診療システム、税金や銀行
預金の管理は、全てネットワークで行われていま
す。
あらゆる場面で、私達の生活をコンピュータが
支えており、そしてそれらのしくみは全てプログ
ラミングによって生まれているのです。
その基礎メカニズムを習得することは、国語・
算数と同様、どのような人にも必要な基礎能力
なのです。コンピュータに関する原理的な理解が
あるかないかによって、社会のありとあらゆる場
面における対処能力が大きく変わってくるはずで
す。
将来どのような職業に就くとしても、どのよう
な生活を送るにしても、コンピュータとは無縁で
いられません。新しい社会をよりよく生きるため
に情報技術を使いこなす力は不可欠なのです。
読み書きプログラミングの時代。プログラミン
グはこれからを生きる人達の基礎教養なのです。
３

どんな力を育むの？
プログラミングを通じて学ぶことは多岐にわた
るでしょう。
まず、コンピュータに関する理解が深まります。
身の回りにコンピュータが溢れる一方で、その仕
組みはブラックボックス化しています。子ども達
は、プログラミング体験をしながら、コンピュー
タとはどのようなものなのか、どのような仕組み
で動いているのかを理解し、生活を便利で豊かに
する情報技術の存在に気がつきます。また、コン
ピュータの特性を理解し、コンピュータのできる
ことできないことに気がつくことで、目的に合わ
せて適切に使いこなし、情報化社会をコンピュー
タと共存しながらいかに生きていくかを考えるよ
うになるでしょう。情報社会という世の中の仕組
みを総合的に理解することに繋がるのです。
次に思考方法を学ぶことができます。プログラ
ミングをするには、問題を単純にするために抽象
化し、目的に到達できるように問題を細かい要素
に分解し、問題を解決するための手順を考え、ど
のように要素を組み合わせていくと最も効率的に

２

学校では何を学ぶの？
プログラミング必修化の目的はプログラマー育
成ではなく、これからを生きるにあたり普遍的に
求められる力を身に付けることです。
私達はコンピュータに囲まれた生活をしていま
す。コンピュータが他の領域と違うのは、あらゆ
るモノ、分野、環境に溶け込み、定着し、それら
を制御するものとなっていることです。仕事にも
勉強にも買い物にもコンピュータやネットワーク
が入ってきています。ご飯を炊く時も、洗濯をす
る時も、テレビを見る時も。車は大量のチップが
埋め込まれたコンピュータと化し、掃除にはプロ
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目的にたどりつくかを、実際にコンピュータに触
れつつ、試行錯誤を繰り返して改善しながら論理
的に組み立てていく力が必要となります。そのよ
うに、論理的・創造的に思考し、課題を発見・解
決する力は、日常生活、趣味、仕事、まちづくり、
勉強など暮らしや仕事においても役立つでしょ
う。
さらには、教科科目の理解を深め、その活用能
力を育むことにつながるでしょう。プログラミン
グを使ってものをつくるのは教科科目のたくさん
の知識や力が重要です。しっかりと各教科科目を
学ぶことで、プログラミングの力も伸びます。そ
して、つくりながら学ぶことで、各教科科目の理
解を深めるとともに断片的な知識を統合し、活用
する力を身に付けることができるようになりま
す。全ての教科科目は有機的に繋がっているので
す。
しかし、私は、最大の価値は、子ども達自身が
新しい創造・表現手段を手に入れることができる
ということだと思います。
プログラミングは、自分のやりたいことを実現
するためのツールなのです。
４

学校は変化するの？
CANVAS は、 グ ー グ ル の 後 援 に よ り、
２０１３年からプログラミング教育の全国普及
を目指したプラットフォームプロジェクト「PEG
（Programming education gathering）」 を 推 進 し
てきました。当初から、普及にあたってのカリキュ
ラム及び実践不足、指導者不足、環境未整備、地
域の支援体制不足、ノウハウの共有不足という５
つの課題があると考え、全国の自治体・教育委員
会・学校・教育関連団体とパートナーシップを構
築し、その課題に応えるべく実践を行ってきまし
た。その中で最も大事にしてきたのは「gathering」
です。学校、ミュージアム、NPO、家庭、地域、
企業、自治体、みんなで集まり、力を合わせ、プ
ログラミング教育推進の輪を広げていく運動をつ
くることを重視してきました。
新学習指導要領において、「社会に開かれた教
育課程」が強調されています。協働の時代です。
学校教育も、産業界や地域コミュニティと連携し、
より豊かで多様な学びの場を構築することが求め
られているのです。プログラミング教育の導入が
そのきっかけになればと思います。
CANVAS は、本年度もそのような取り組みを
推進しています。例えば、マイクロソフトと協働
で推進しているプロジェクト「Programming for
ALL」では、２０１８年度、１３地域との連携を
スタートしました。大切にしていることは、学校・
地域が自律的・継続的にプログラミング教育を推



進するための下支えをすること。例えば、岐阜県
岐阜市では、岐阜市教育委員会が中心となり、地
域一帯となったプログラミング教育推進に取り組
んでいます。岐阜大学では教員養成過程に通う学
生を対象とした指導者育成に取り組み、岐阜市科
学館等と協働することで地域ボランティアの育成
や学校内外の学びの場の接続を構築しています。
５

これからの社会
今の子ども達が大人になる頃には、多くの仕事
がなくなっているだろうと言われています。事務
的な処理をしたりする仕事は、コンピュータに
とって代わられてしまうからです。
多くの仕事がなくなるということで不安に感じ
る方もいるでしょう。産業革命の時にも機械に仕
事を奪われることを危惧した人達による機械打ち
壊し運動が起こりました。しかし、私達の生活は
当時とくらべてもとても豊かに便利になりまし
た。そして、確かにたくさんの仕事がなくなった
けれど、たくさんの新しい仕事も生まれました。
これからの時代を生きていく子ども達には、
「人
間にしかできない仕事」に就く必要があるだけで
なく、「今までにない仕事」を自ら創り出してゆ
く能力が求められているのです。
すでにデジタル技術を使いこなし活躍する子ど
も達が出てきています。もともと技術は人間の力
を拡張するものとして登場します。それはデジタ
ル技術も同じです。
自分達の力を拡張するツールとして技術を使い
こなし、私達の子どもの頃では考えられなかった
程広い視野を持ち、広い世界で小中高校生段階か
ら活躍している子ども達がたくさんいます。
そんな子ども達に、新しい表現や豊かなコミュ
ニケーションを生み出し、新しい世の中を築いて
いってほしいと思います。そのために大人ができ
るのは、子ども達がフルスイングできる場をつく
ることです。
これをさらに推し進めるため、私は新たに「超
教育協会」という新団体を設立しました。産官学
横断のオールジャパンの教育推進組織です。
新しい時代は生涯にわたり学び続けることを求
める社会となります。子どもからシニアまで、学
校の中も外も、家庭・職場・地域も、有機的に繋
がりながら学びの場を創出しなければなりませ
ん。
だからこそ、全ての学習者を主体とした教育の
デザインが求められます。そしてそれは、この分
野に関心のある多くの民間の叡智を集結し、行動
を起こすことが重要であると考えます。プログラ
ミング教育がそのきっかけになってほしい。私も
その試みに引き続き挑戦したいと思います。

インタビュー

東北大学大学院教授 堀田

龍也 先生に聞く

～日本の学校教育における
プログラミング教育のめざすところ～
必修化されたプログラミング教育を、
どのように学校が考え、取り組んでい
けばよいか。堀田先生に伺いました。

プログラミング教育が小学校でも始まります。
プログラミング教育に少し抵抗感がある人も
いるのではないですか。

これからの社会を生き抜く子どもたちに、プ
ログラミングが必要と言うことですね。

全員がコンピュータープログラマーになる必
要はありませんが、このような社会が予想され
ているのであれば、少なくても身の回りで自分
を支えているものが、どんな仕組みで動いてい
るか、もう少し敏感になる必要があると思いま
す。

エアコンには、温度設定があり「冷たい（暖
かい）風を出し、設定温度になったら止まる」
というプログラムが動いています。自動販売機
は、買う時に入れたお金と選んだ商品（飲み物
など）から自動計算し、お釣りを出します。
僕らの身の回りには、プログラムで動いてい
るものがたくさんあり、それに支えられて生活
をしているのですが、プログラムが動いている
ことに、あまり気にしないで毎日生活を送って
います。
子どもから見れば、世の中が「ブラックボッ
クス」になっているように感じるかもしれませ
ん。動いている仕組みが分からないだけでなく、
そうやって支えられていることすら感じないま
ま毎日を過ごしている子もいるはずです。

高等学校や中学校で履修するプログラミング
は、やや専門性が高いですが、その前に子ども
たちに「遊び」と「楽しみ」の範囲の中で、プ
ログラミングを体験したり、何かものを動かし
てみたりする体験を通して、身の回りに凄い技
術がたくさんあることに気付き、「作った人は
すごいな」とか「自分も同じように技術で社会
を支える大人になりたいな」と感じる子どもた
ちを育てていくことは大切だと思っています。

日本はもの凄い勢いで少子高齢化が進んで
います。労働人口は激減し、２０５０年には
９，５００万人まで人口は減ると予測されてい
ます。２０５０年というと、今の子どもが社会
の中心となって働いている時代です。高齢化率
（６５歳以上の人）は４割になり、今よりも働
くことができる人が圧倒的に少ない中で、豊か
な社会を支えていくようになります。これって、
大変だと思いませんか。
そうすると、今まで以上に機械に頼らざるを
得ない状況が予想されます。

新しい学習指導要領において小学校にプログ
ラミングが導入された背景には、このように情
報技術に対する教育が必要だろうということが
あります。
プログラミング教育は、プログラマーになる
ためのスキルを学ぶためのものではないので
すね。

「プログラミングを学んで、それが将来就職
に有利になる」という話とは全然違います。
4

小学校のプログラミングはあくまでも体験
で、子どもの時の体験を、大人になってもその
まま使うというものではないです。
これは、大人になって跳び箱を跳んでいる人
がいないのと同じです。子どもの時、跳び箱を
跳ぶときに学んだ「踏切の仕方」や「体の支え
方」などを、大人になった生活で活かしていく。
体育で跳び箱を学ぶのは、体操選手を育てるた
めではありませんよね。
音楽では、安価な楽器としてリコーダーの学
習活動があり、「リコーダーが上手に吹けない
な」と感じることや「練習してようやく吹ける
ようになった」「人と合わせて演奏した」など、
様々な経験を積みます。
この経験があることで、バイオリンなど高価
な楽器を扱ったことがない人でも、オーケスト
ラの素晴らしい音楽を聞いた時、「これはすご
い！」と想像できるようになります。
義務教育の段階では、みんなでものを作った
り、体験をしたりすることを通して、世の中に
はプログラミングされて動いているものがたく
さんあることに気付かせることが大切だと思い
ます。プログラムを作って、何かを動かして終
わりというものではありません。

じく、プログラムも様々な文脈を変換していく
と、単純な手順に表すことができるのが特徴で
す。
大切なのは、様々な場面を経験させることで
す。子どもたちは慣れていくほど抽象的に考え
るようになり、それが、プログラミング的思考
に繋がっていきます。
プログラミング的思考を育てるには、積み重
ねが大切なのですね。

一つの場面でプログラミング的思考を育むこ
とは無理です。プログラミング的思考を育むに
は、既習した事項を繋げ、それをどう活かして
取り組んでいくかという「カリキュラム・マネ
ジメント」の視点をもつことが必要です。これ
が小学校段階におけるプログラミング教育のポ
イントです。
中学校では、技術・家庭科「技術分野」の中
で情報教育が行われてきました。相模原の取り
組みの良いところは、小学校のプログラミング
教育を一から考えるのではなく、情報教育で中
学校の先生が培ってきたノウハウを小学校に活
かすことからはじめた感覚は素晴らしいと思い
ます。
小学校高学年では、学んだことが中学校のど
こに繋がっていくか意識することが大切です。
今までの経験をもとに、これからの進め方を先
生が描き、さらに、どんな力を子どもに付けさ
せ、世の中とどう繋がるかを想像できることも
求められると思います。
プログラミング的思考は、プログラミング的
なものの見方です。各教科でプログラミング
ツールを使って経験したことで育まれていきま
す。
プログラミング教育をとおして、どんな力が
育つのですか。

プログラミング教育の中で、よく「プログラ
ミング的思考」という言葉を聞きますが。

小学校プログラミング教育の手引＊でも示さ
れていますが、プログラミング教育の目的は３
点あります。
１点目は、「プログラミングを行うことで教
科の学習内容の理解が深まること」です。深い
理解に繋がらないならば、苦労してまでもプロ
グラミングを行う必要はありません。
２点目は、先ほど話したように「プログラミ
ング的思考を身に付けること」です。１時間で
身に付くものではなく、繰り返し体験すること

自動車の自動運転のプログラムも、自動販売
機でお釣りを計算するプログラムも、情報を入
れて、順番に処理し、分岐し、繰り返すといっ
た手順に集約されます。
算数でも、花壇の広さを求める問題とペンキ
を塗る面積の問題が、違うように見えても式に
してみたら同じになることがあります。式と同
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で、見方・考え方が育ち、初めて身に付きます。
３点目は、「プログラムによって支えられて
いる私たちの社会に気付くこと」です。

具体的には、どんな場面でプログラミングに
取り組めばよいのですか。

プログラムによって支えられている私たちの
社会に気付くことも目的なのですね。

プログラミング教育の手引では、内容をＡか
らＦまで区分しています。
Ａは、６年生理科の電気や５年生算数の正多
角形の単元など学習指導要領に明確に例示され
たものです。教科書検定で検定され、全ての教
科書で扱われることになると思います。この内
容からプログラミングの授業を行うと入りやす
いと思います。
しかし、これだけでプログラミング的思考を
育成するほど経験を積み重ねることは難しいと
思います。教科の学習を深めることをねらうに
は、プログラミング自体のスキルも関係します。
それこそ初めてビデオカメラを持った人に「す
ごい映画を撮れ」と言っているようなもので、
プログラミングの経験があるからこそ各教科の
学習とクロスした時に深まる授業が実現してい
くと思います。
この経験をどれだけできるかは、学校のプロ
グラミング教育のカリキュラム・マネジメント
となります。
また、Ｂは教科でもできるもの。Ｃは必ずし
も教科に位置付かないまでも授業で扱うことが
できるもの。Ｄはクラブ活動などプログラミン
グが好きな子が行うもの。ＥとＦは、教育課程
外において学校が地域と連携するなどで行うも
のです。

子どもたちは「私たちの生活が機械に支えら
れている」ことや「センサーを使ってものを動
かすことができる」など教科の中で学びます。
その学習を省エネの観点から、「学校のトイレ
が自動で電気がつく」ことや「止まっているエ
スカレーターに近づくと動きだす」など、学習
したことと社会とを結び付け、子どもに気付か
せるよう、教員が意図的に指導することが大切
であり、そこに教員の指導性が発揮されるべき
だと思います。
トイレにセンサー付きの照明が開発され、さ
らにトイレに座っている間に勝手に電気が消え
て困った人がいて、１分間で消すのは早いので
２分間に改良されていく。授業で子どもたちが
やっている「試行錯誤」とほとんど同じことを
社会でも誰かが行っていて、
「試行錯誤」によっ
て社会が発展していることに気付かせることも
大切と思います。
「プログラミングを体験させること」や「プ
ログラミング的思考を育てること」に注目しが
ちですが、案外この観点が抜け落ちています。
プログラミング教育が広がれば、プログラミン
グ的思考は自然に常識化します。

相模原市では、昨年全ての小学校４年生がプ
ログラミングの授業を体験しました。

このような機会を先生が繋げて、授業の場面
で子どもが思考力 ･ 判断力を発揮できるように
なれば、プログラミング的思考は高まっていき
ます。
全ての子ども・教員が行うという、相模原市
の取り組み方は素晴らしいと思います。
子どもにできることは教員もできます。好き
かどうかは別ですが、能力がないのではなく経
験がないだけのことです。
先生方にまず経験してもらうことです。一回
の経験ですごい授業ができるはずはありませ
ん。各教科等の学びの検証と同じで、経験値が
上がった時に、既習事項と今回のどこが同じか
を考える習慣をもつことが大切です。
また、経験値を上げていけるように研修を
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行っていくことも重要であり、研修の機会はで
きるだけ多い方がいいです。夏休みに一日研修
して、プログラミング教育が完璧になるなんて
ことは多分ありえないと思います。

情報活用能力は「基盤となる資質・能力」な
のですから、子どもたちの能力に応じて、各教
科の中で発揮されるとともに、子どもたちがＩ
ＣＴに使い慣れることで、各教科の授業が深ま
るように育てる必要があります。

他にプログラミング教育を進める上で大切な
ことはありますか。

教員の意識改革は必要ですね。

プログラミングは、情報活用能力の一部でプ
ログラミング以外に情報モラルなども含まれま
す。
情報活用能力を簡潔に説明すれば、「与えら
れたものから情報を読み取り、それを分類した
り整理したりする。今まで知っていることとつ
なげ、強弱をつける。そして、それを相手に応
じた説明や説明に必要な資料を作る」等の能力
です。
また、ＩＣＴのスキルがあれば情報をより多
く集められ、必要に応じて写真などを使って、
プレゼンを行うことができます。ＩＣＴという
道具を使うことを前提とした人間の情報に関す
る処理能力とも言えます。
情報活用能力は、新しい学習指導要領の総則
に、「各教科の学習を支える基盤となる資質・
能力」として定義されて、学校は責任をもって
身に付けさせなければならないと定められまし
た。
これは、タブレットＰＣを使いながらグルー
プディスカッションをし、教科書に書かれてい
ない必要な情報を集めて共有していくなど。問
題解決型の授業、いわゆる「アクティブラーニ
ング」のモデルでもあります。
反対に、情報活用能力がない状態で問題解決
の授業を行うと「何時間かけても終わらない」
ということになりかねません。
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情報活用能力は教えたらすぐ身に付くという
ものではないので、教科等で繰り返し経験させ、
それを先生がうまく繋げられるかがポイントに
なります。先生一人では難しいので、学校とし
てのカリキュラム・マネジメントが非常に重要
です。
カリキュラム１年目で、一生懸命に取り組ん
だ子どもたちは、１年間でだいぶ力が付いてい
るので、次年度はカリキュラムを進化させてい
かなければなりません。年度に応じてカリキュ
ラムを調整していくことがカリキュラム・マネ
ジメントです。
また、うまく地域のリソースに協力してもら
い、社会に開かれた教育課程のもとでカリキュ
ラム・マネジメントしていくやり方で進めない
と、先生の負担も大きくプログラミング教育を
推進することは大変です。
相模原市のプログラミング教育の取り組み
は、大げさでなく日本の模範だと思います。ぜ
ひ続けていただきたいと思います。

＊小学校プログラミング教育の手引
平成３０年 ３月 （第一版）
平成３０年１１月 （第二版）

文部科学省発行

全ての学校でプログラミング教育を実現する柏市の取組
千葉県柏市立手賀東小学校
校長

佐和

伸明

E-mail: sawa01@kashiwa.ed.jp

1 はじめに
成しました。ここでは、柏市が平成２９年度より
「溢れる情報をいかに選択し自分のものとし、 全校で実施しているプログラミング教育の実践の
さらに働きかけていくためには、コンピュータを
一部について紹介します。
使いこなすことがこれからの人間にとって、不可
欠な能力となってくる。そのためには、小学校の （１）プログラミング教育導入授業
段階から、その基礎となる能力を育てておく必要
平成２９年度から市内全小学校で実施している
があるだろう。そこで、本校では、コンピュータ
プログラミング学習は、平成２８年１０月と１１
リテラシーの育成を研究の柱とした。」
月に、学校規模や児童の実態、地域性、ＩＣＴ環
これは、昭和６３年度の柏市立田中北小学校の
境が異なる３校、１０学級を対象に実証授業を行
研究紀要より抜粋したものです。コンピュータを
い、改善を図ったものです。
使いこなすと聞くと、表計算やプレゼン等の操作
技能を身に付けることのように感じますが、同校
① 実施方法
では、「BASIC」や「LOGO」といったプログラ
〇対象は小学校第４学年
ミング言語を使った学習を小学校１年生から系統
〇総合的な学習の時間の２時間で実施
的に行っていました。
〇「Scratch（スクラッチ）」を利用
それから約３０年後の平成２８年、次期小学校
〇授業の計画は教育委員会が作成
学習指導要領に、小学校でのプログラミング教
〇担任とＩＣＴ支援員のＴＴで実施
育の導入が検討されていることが報道され始めた
② 学習の流れ
時、柏市では、改めて「プログラミングは、もは
〇身近な生活のなかに、プログラミングが活用
や情報リテラシーの一つである。」と捉え、国の
されていることを知る。（知識）
方向性を待たずして、いち早く、市内全小学校
〇「ねこ」が行ったり来たりするプログラム作
（４２校）においてプログラミング教育の先行実
成を通して、プログラミングの基礎技能を身
施を決定しました。それは、生活のいたるところ
に付ける。（技能）
で活用されているプログラミングについて、人間
〇「ねこ」と「ねずみ」のゲーム作りを課題と
の意図で動いていることを理解し、その創り手に
し、どんな命令（プログラミング）が必要か
もなれることを体験することは、これからの時代
考え、話し合う。（思考力）
を生きていくうえで、必要な資質・能力であると
〇コンピュータによるプログラミングによっ
判断したためです。
て、ゲームを各自で完成する。（思考力・判
断力・表現力）
２ 柏市プログラミング教育の実際
③ 学びにつなげるために
柏市では、プログラミング教育を推進するにあ
ゲームづくりを通したプログラミング学習が目
たり、研究校は指定していません。それは、研究
指すところは、作成技術ではなく、プログラミン
校にはヒトやモノを集中させやすく、先進的な実
グ的思考を育てることです。ゲームを完成させる
践は生まれますが、その成果は思うように他校に
ために、指示通りにブロックを動かしているだけ
普及していかないという反省があったからです。 では、思考力の育成は期待できません。そこで、
そのため、はじめから全ての学校で実施できるよ
子どもたちが思考する時間を確保し、思考の過程
うな仕組み作りを検討しました。学習内容につ
を把握するために、ワークシートを活用していま
いては、地域のボランティア団体である「Coder
す。
Dojo Kashiwa」の協力を得て、教育委員会が作
まず、教師が作ったゲームを見て、完成のイメー
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ジを掴ませます。次に、ワークシートを利用して、
〇どんな条件を設定したのか、その条件を満た
ゲームを完成させるためには、どんな命令が必要
すとどう変わるのか、プログラミングの画面
かを考え、書き込んでいきます。そして、友達と
と実物を見せながら発表する。
話し合って必要な命令を整理してから、各自でコ
③ 学びにつなげるために
ンピュータを使った処理を進めていきます。
この学習では、プログラミングの基本的な構造
この授業では、自分なりの考えでゲームを改良
である「条件分岐」を身に付けるようにしました。
していく時間をできる限り多く確保したいと考え
省エネを考えながら、光センサーを使って LED
ました。思いついたアイデアを試行錯誤しながら
をつけたり消したりするプログラムを考えること
作り上げていく過程を通して、思考力や表現力が
を全員のゴールとしましたが、さらに、明かりが
向上することを期待しています。コンピュータに
つく数値を変更したり、徐々に消えたりするなど
よるプログラミングは、自分が考えたことが実現
の条件の変化により、動作が変化することも体験
できたかどうかの結果がすぐに表れるので、子ど
できるようにしました。
もたちの意欲を持続させやすいと思います。
④ 児童アンケートの結果
④ 児童アンケートの結果
柏市内３校の児童１１６名に「センサーのプ
授業終了後、４年生、約３００名を抽出して
ログラミングは難しかったか」と聞いたところ、
児童アンケートを実施したところ、楽しかった 「とてもそう思う、まあそう思う」を合計して
（99.0％）、もっと表現してみたい（98.3％）、真
75.9％でした。ほとんどの子どもは、ツールを活
剣によく考えた（88.5％）等、たいへん好評でし
用するプログラミングが初めてだったこともあ
た。なかでも、興味深かったのは、プログラミン
り、困難さを感じたようです。しかし、
「センサー
グの学習をすることは、大人になって必要である
をうまく動かせるように考えるのはおもしろい
（85.0％）というものです。本プログラミング教 （96.6％）」から、『難しいけど面白い』と感じて
育導入授業は、柏市の子どもたちがプログラミン
いることが分かりました。プログラミング教育に
グに興味を持つきっかけづくりと、初歩的な技能
よって論理的な思考力を育てるのであれば、この
の習得に寄与したものと考えます。
ような体験はたいへん重要なことではないかと考
えます。
（２）教科でのプログラミング
柏市では、様々な教科等でのプログラミング教
３ おわりに
育についての研究を進めていますが、ここでは理
導入授業実施後に、担任に対してプログラミン
科の事例を紹介します。
グ教育継続の意思を聞いたところ、「やりたいと
は思わない」は 0％でした。これは、ＩＣＴ支援
① 実施方法
員とＴＴで授業を実施したことで、プログラミン
〇対象は小学校第６学年
グはそれほど難しいものではないことが分かり、
〇単元「電気の性質」のセンサーのプログラミ
子どもの学びに寄与する可能性を感じたためだと
ング（２時間）
考えます。このことからも、プログラミング教育
〇光センサーと「Scratch」を利用
は、まず授業を実施してみることが何より大切な
〇タブレット端末２人で１台利用
ことだと思います。しかし、どの教科のどの場面
② 学習の流れ
で、どのように授業を行うことができるか悩んで
〇光センサーを使い、どのような節電プログラ
いる教師が多いことも事実です。
ムを作りたいか考える。
そこで、柏市では、４年生のはじめに学んだプ
〇電気を効率良く使うためのアイデアを、ホワ
ログラミングの知識と技能を使い、全ての学校で
イトボードを使って文章化する。
実施するための「スタンダードカリキュラム」作
〇基盤を組み立て、コンピュータと連動するよ
りに取り組んでいます。今後も、教科等にプログ
うにセットする。
ラミングを位置付けることで、「子ども達にどん
〇条件により、電気をつけたり消したりするた
な力がついたか」について検証を続け、系統的な
めにどんなブロックが使えそうか話し合い、 指導の場面と方法を明らかにしていきたいと考え
「条件分岐」について理解する。
ています。
〇光センサーを使って、LED をつけたり消し
たりするプログラミングをする。
〇光センサーで外の世界の明るさを判断し、考
えた条件により動作するプログラムを作る。
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はじめに
２０２０年から完全実施される小学校の新学習
指導要領への対応が進む中、中学校では、技術・
家庭科の技術分野（以降、技術科）が従前よりプ
ログラミングを扱っているためか、小学校より研
修などが少ないようにも思えます。実は、今回の
改訂は中学校の各教科の教員もプログラミング教
育と無関係ではなく、技術科教員もこれまで指導
したことのない内容を指導することになります。
この移行期間でどのように準備していけばよいか
本稿でご説明します。

そして、こうした考えを伝え、妥当かどうか他
者の考えと比較・検討するためには、表現しなけ
ればなりません。従来の言語活動では、各人がそ
れぞれの語彙や表現力を発揮して考えを交流して
いたことと思います。しかし、表現が曖昧だった
り、形容詞や副詞のニュアンスの解釈が異なった
り、行間を読み誤ったりといったことも生じてい
ました。プログラミング的思考をプログラミング
で発揮するときは、他者の読解力に依存すること
なく、決められた言葉（記号）だけを使い、形容
詞や副詞を使わずに同じ結果が得られるよう表現
することになります。こうした力は、すぐに身に
付くものではありませんので、確実に身に付ける
には、中学校でも繰り返し育む必要があります。

２

子どもたちは小学校でどのような力を付けて
くるか
小学校の学習指導要領解説では、小学校５年生
算数の正多角形および６年生理科の電気の性質や
働きを利用した道具があることを捉える学習で、
その内容をより深く理解するためにコンピュータ
を用いたプログラミングが例示されています。コ
ンピュータに対して自分の思考を働かせる際に特
に発揮される「プログラミング的思考」は、情報
活用能力に含まれ、全ての学習の基盤となる汎用
性のある資質・能力です。詳細は割愛しますが、
重要なのは、今後中学校に入学してくる子どもた
ちは、プログラミング的思考を働かせることを通
して（プログラミングをすることに限らず）自分
が意図した活動を実現する際に、何をどのように、
どの順でやれば良いのかを記号で表現し、それは
目的に対して妥当なのか論理的に考える学習をし
てくるということです。
私たちは、一般的にこうした資質・能力を経験
的に身に付けており、無自覚的に働かせているの
で、その重要性を理解しにくいのです。強いて言
えば、従来、根拠を持った段取り・筋道立て、目
的・条件に即して要領よく何かを行うことを子ど
もたちに指導する際などで、子供たちに期待して
いた能力の一部と言えるかもしれません。今後は、
こうした場面で闇雲に考えさせるのではなく、プ
ログラミング的思考を働かせるよう意識的に指導
する必要があります。

３

中学校ではどうすれば良いのか
中学校学習指導要領でプログラミングの具体的
な指導について言及されているのは、技術科に
留まっています。しかし、総則には学校段階間の
接続について「(1) 小学校学習指導要領を踏まえ、
小学校教育までの学習の成果が中学校教育に円滑
に接続され、義務教育段階の終わりまでに育成す
ることを目指す資質・能力を、生徒が確実に身に
付けることができるよう工夫すること」を求めて
います。このことと、情報活用能力に関する記述
とを素直に解釈すれば、「中学校においても情報
活用能力の育成は重視されており、小学校で身に
付けた資質・能力の育成が断絶することの無いよ
うプログラミング的思考の育成を意図した教育課
程を編成し、中学校においても数学および理科に
おいてはプログラミングを用いて学習させ、他の
教科でもプログラミング的思考をより高度に発揮
させるような指導過程が求められている」と理解
するのが自然なのではないでしょうか。例えば、
数学であれば、乱数と繰り返しを使ったプログラ
ミングで、統計の学習内容を深めることができる
かも知れません。
４
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技術科で新しい指導内容にどう対応するのか
前途のように、中学校で円滑に接続したとして

表１ チャットプログラム作成の問題解決の要点

も中学校でのプログラミング教育の中心は、技術
科であることには間違いありません。しかし生徒
たちに、プログラミング的思考を意識的に働かせ
るようにしつつ、プログラミングによる問題解決
の活動をさせるのはハードルが高く感じられるこ
とと思います。そこで具体的な授業のイメージを
ご紹介します。
今回の改訂で、実習はものづくりが目的ではな
く、問題解決を目的とした活動であることが一層
強調されました。新たに追加された「ネットワー
クを利用した双方向性のあるコンテンツ」におい
て、利用するネットワークも、問題を解決するた
めの手段として位置づける必要があります。図 1
は、その概要です。ユーザが働きかける入力情
報に応じて、ネットワークを通じて処理が行わ
れ（ネットワークの利用）、入力情報に対して処
理された結果が画面の中に画像や文字、音、映
像等のメディアを統合して出力されること（双方
向性）を示しています。例えば、LAN 内に実習
用の WEB サーバを用意し、アクセスしてきた端
末のリクエストを処理するサーバ側と、画面設計
を必要とするクライアント側のプログラミング
で、簡易的な SNS の基本機能を作成します。さ
らに使いやすく・安全に操作できるような（ユニ
バーサルデザインなども含む）画面を設計した
り、反応音や画面変化によって結果を確実に把握
できるようにしたり、セキュリティを高めるため
にログイン画面を付けたり、使い過ぎの防止に使
用時間を表示させたりと基本機能・技術が持つ問
題を解決するよう発展できます。これらは、例え
ばサーバ側は Python や Perl などで、画面変化は
JavaScript でも書けます。ゼロから書かせるので
はなく、サンプルプログラムを用意し、生徒たち
には必要箇所を書き換えて自分のプログラムに組
み込む取り組みも考えられます。もしこうした環
境構築が難しい場合には、簡易的に、ビジュアル
型言語の Scratch1.4 の Mesh 機能を使うことも
できます。例えば表 1 は、チャットによる問題解
決に含まれる内容を整理したものです。利用する
ネットワークは、インターネットだけでなくコン
ピュータ室内 LAN だけの限定的なものも対象で
すので、どの言語でどのような環境の通信ができ
るのか、移行期間中に確認が必要です。

図１

遠隔でコミュニケーションができない。電話
はあるが相手の時間を拘束し、記録が残りに
くい。複数人で同時に情報交換できない。
文字のチャットでコミュニケーションする
課題の設定
プログラム
Scratch1.4 の Mesh ネットワークに接続さ
ネットワークの利用 れた端末で、チャットメッセージの共有、
拡散、送信タイミングの同期、ログイン
メッセージが届いたら画面に表示する、通
双方向性
知音、通知画像など
問題への気づき

また、iPad のセンサ機能を含めて双方向性の
ために利用する例もあります。センサは副次的に
使用しているものなので、計測・制御の内容扱い
ではないことに注意が必要です。例えば表２のよ
うな問題解決の要素を扱うこともできます。
表２

iPad のセンサを利用したエクササイズプロ
グラム作成の問題解決の要点

問題への気づき
課題の設定
ネットワーク利用

双方向性

５

医療費の負担増加に対して国民が健康でい
ることが大切だが、エクササイズが単調で
継続することが難しい
ゲーミフィケーションの要素を取り入れ
て、モチベーションを保ってエクササイズ
できるプログラム
Pyonkee (Scratch1.4) の Mesh による動作回
数、練習回数の共有、開始・終了のタイミ
ングの同期をとり、複数人で競争する
各種回数によって励ますメッセージ・画像・
音を変える。練習の遂行の度合いを示す画
面の変化、相手の状態をリアルタイムに表
示、簡単な数値の解析でアドバイス

おわりに
今回の改訂でも技術科としての「ものづくりマ
インド」は失われてはいません。つくる体験を通
して学ぶことは大切にしたいものです。ただ、体
験を重視しすぎるあまり、体験あって学び無しと
ならないよう注意が必要です。技術科で行う問題
解決のための取り組みは、プログラミング的思考
そのものです。時間数が少ないことを嘆くだけで
なく、やり方も見直してみましょう。技術科を指
導できる私たちはそうした問題解決が得意なはず
です。例えば、プログラミングの作法的なことは
クラスごとに朝の短い活動の時間を使って、オン
ラインのコンテンツに取り組ませるなど大胆な発
想も検討する価値があるのではないでしょうか。
カリキュラム・マネジメントや他教科との関連等
についても学習指導要領で触れられていることを
踏まえて、柔軟なアイディアで２０２１年を迎え
る準備を進めることが期待されます。

ネットワークの利用と双方向性のイメージ
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プログラミング教育で育成する資質・能力
株式会社ベネッセコーポレーション・教育テスト研究センター

小田

理代

E-mail: m-oda@mail.benesse.co.jp
１

情報教育の諸外国の動向
初等教育段階からプログラミング教育を実施す
るのは、実は日本だけではありません。諸外国で
も、近年情報教育にプログラミングに関する学習
を導入する動きが増えています。例えばヨーロッ
パでは、イギリス、フランス、フィンランドを含
む８カ国で近年情報教育のカリキュラムを改訂
し、プログラミングに関する学習を初等教育段階
から実施しています。
このような動向の背景に共通しているのは、近
年の急速なテクノロジーの進化により、情報技術
が与える社会への影響が大きくなり、その変化に
対応できる人材育成の必要性が増したことです。
あらゆるものがインターネットにつながり、人
の行動がデータとして分析されたり、人間が知能
を使ってする行動を機械にさせようとしたり、工
場だけでなく生活の様々な場面でロボットが普及
するなど、今後情報技術が社会の中により広く、
深く浸透し、私たちの生活や仕事に大きな影響を
及ぼすと予測されています。このように、変化が
著しくより複雑で、情報技術が基盤となる社会で
生きていく子供たちにとって、与えられた情報や
情報機器を使うだけでなく、地域課題や身近な課
題を自分なりに見出し、解決し、自分や他者の人
生や生活を豊かなものにしていこうとしたり、そ
れらを他者と協働しながら行い、新たな価値を、
コンピュータ等を活用しながら創り出したりする
資質・能力がこれからの社会ではますます重要に
なります。
私は２０１８年の１月にイギリス、３月にフィ
ンランド、６月にオーストラリアを訪問し、各
国の初等中等教育の情報教育を視察しました。
イギリスでは２０１４年、オーストラリアでは
２０１６年に、情報教育の改訂により、初等教育
段階からプログラミングに関する学習が始まりま
した。またフィンランドでは日本と同様、初等教
育では、情報教育は独立教科ではありませんが、
２０１６年のカリキュラムの改訂に合わせて、算
数の中でプログラミングに関する学習が導入され

ました。
いずれの国も、プログラミングに関する学習が
導入されたのがここ２～３年以内ということもあ
り、試行錯誤を重ねながらも、低学年から系統的
に、情報活用能力を育成していることが印象的で
した。
２

プログラミング教育のねらいと評価
日本では、２０２０年度に全面施行される新小
学校学習指導要領でプログラミング教育が導入さ
れることになりました。
文部科学省では、小学校におけるプログラミン
グに関する学習のねらいとして「①「プログラ
ミング的思考」を育むこと、②プログラムの働き
やよさ、情報社会がコンピュータ等の情報技術に
よって支えられていることなどに気付くことがで
きるようにするとともに、コンピュータ等を上手
に活用して身近な問題を解決したり、よりよい社
会を築いたりしようとする態度を育むこと、③各
教科等での学びをより確実なものとすること」を
挙げています。学習活動においては、プログラミ
ングの技能の習得を目的とするのではなく、①か
ら③の３つのねらいを実現することが大切です。
また、ねらいの①と②は情報活用能力の一部と
いえます。プログラミングだけを行うのではなく、
情報の収集、整理・分析、表現、発信等を、コン
ピュータ等を用いて行ったり、情報手段の基本的
な操作技能や、プログラミング的思考、情報モラ
ルや情報セキュリティといった、情報活用能力を
育成する中で、プログラミングの活動を位置付け
たりしていくことが必要です。
３ 「プログラミング的思考」とは
それでは、「プログラミング的思考」とはどの
ようなものでしょうか。文部科学省によると、
「プ
ログラミング的思考」とは、「コンピュテーショ
ナル・シンキング」の考え方を踏まえつつ、プロ
グラミングと論理的思考との関係を整理しながら
提言された定義である」とされ、次のように定義

2

されています。
「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」
つまり、「プログラミング的思考」を端的に言
えば、意図したことをどのようにしたら実現でき
るのかを考え、それをコンピュータが理解できる
形にし、実際にプログラミング等を行って考えた
ことの確認を行い、意図通りにできたのかどうか
を振り返る、その一連の流れを論理的に行うこと
https://www.proanz.com/
です。考える部分では手順に分解したり、重要な
要素を抽出したり、意図に合わせて手順を組み合 （２）プログラミングで育成する資質・能力の評
わせたりします。
価規準（試行版 ) の公開
また、試行錯誤を繰り返しながら自分が考える
先生方からの声をもとに、文部科学省の枠組み
動作の実現を目指す際には、思い付きや当てずっ
や海外の事例を参考に、大学・企業・NPO など
ぽうで命令の組合せを変えるのではなく、うまく
に属する有識者と協力し、小学校においてプログ
いかない場合には問題の意図と、自分の考えたこ
ラミングで育成する資質・能力の評価規準を、三
ととを照らし合わせてどこが間違っていたのかを
つの柱（知識・技能、思考力・判断力・表現力等、
類推的に考え、修正や改善を行いその結果を確か
学びに向かう力・人間性等）別に整理しました。
める学習活動を通して論理的に考えさせることが
http://benes.se/keyc
大切です。
４

ベネッセコーポレーションにおけるプログラ
ミング教育の取り組み
ベネッセコーポレーションでは６年前からプロ
グラミング教育に取り組んできました。さらに
２０１４年には EdTech（エドテック）の研究開
発部門を設立し、STEM 領域の教材やカリキュ
ラムの研究開発を国内外で進めてきました。また、
アメリカでは、MIT（マサチューセッツ工科大学）
メディアラボと協働してプログラミングの講座を
開発し、アメリカのシリコンバレーで実証を行っ
てきました。これらの知見をもとに、２０１６年
度から教育委員会や学校現場の先生とプログラミ
ング教育の授業づくりに取り組んでいます。現在
では以下のようなプログラミング教育の実践支援
に取り組んでいます。
（１）小学校向けプログラミング教育指導案共有
サイト「プロアンズ」の公開
「プロアンズ」は学校の先生がプログラミング
的思考を導入した授業を実施する時に、参考にし
ていただくための指導案を紹介するサイトです。
現在、学校現場の先生と考案・実践した内容を中
心に、教科学習とプログラミング的思考の育成の
両方をねらいとした指導案を厳選して掲載してお
り、利用規約に同意した方ならどなたでもご利用
いただけます。
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（３）プログラミング教育の情報発信
プログラミング教育の実践事例、プログラミン
グ教育に関連する書籍等の紹介を行っています。

https://beneprog.com/

カリキュラム・マネジメントで育むプログラミング的思考
草津市教育委員会事務局学校政策推進課

西村

TEL：077-561-6981

陽介

E-mail: gako-seisaku@city.kusatsu.lg.jp

１

︵注︶

プログラミング教育との関わり
３ 校内の担当者として
私は、平成２８年度から小学校プログラミング
この年の大きな節目は、３学期の校内研究全体
教育に関わってきました。平成２８年度は、文部
会（次年度構想）でした。
科学省委託事業の研究推進校の担当者として、プ
この全体会では、「本校児童の育成にプログラ
ログラミング教育を含む情報活用能力の育成をど
ミングが有効であり、次年度、プログラミング的
のように校内研究に位置付けるかについて取り組
思考の育成に重点を置いたプログラミング教育に
みました。
校内研究として取り組む。」ことを共通理解する
平成２９年度は、草津市教育委員会に異動し、 必要がありました。そのために、カリキュラム・
文部科学省委託事業の教育委員会担当者として、 マネジメントによって教科横断的にプログラミン
研究発表大会の支援とプログラミング教育を含む
グ教育を実践していくモデルを作成しました。
情報活用能力の系統表および手引き作成に取り組 （図１）
み、また文部科学省が平成３０年３月に公表した
「小学校プログラミング教育の手引（第一版）」作
成にも調査研究協力者として関わりました。
そして、今年度は平成３２年度の新小学校学習
指導要領の全面実施に向けて、市内での小学校プ
ログラミング教育の推進を担当しています。
このような経験から得たことを「カリキュラム・
マネジメントによって系統的にプログラミング的
思考を育む」という視点からまとめます。
２

きっかけ
私が小学校プログラミング教育に関わり始めた
のは、草津市立志津南小学校に勤務していた平成
２８年のことです。その年の６月に『小学校段階
における論理的思考力や創造性、問題解決能力等
の育成とプログラミング教育に関する有識者会議
「議論の取りまとめ」』が公表されたばかりの頃で
した。
７月初旬に、学校長から草津市教育委員会がプ
ログラミング教育を含む情報活用能力の育成にか
かる委託事業に参加し、草津市立玉川小学校とと
もに志津南小学校が研究推進校となったことを伝
えられ、校内研究やＩＣＴの活用推進を含む学力
向上部会の長をしていた私が校内の担当者となり
ました。それをきっかけに小学校プログラミング
教育に深く関わることとなりました。

図１

思考過程の「意識化」でプログラミング的思考を
向上させる流れ

（注）コンピュータを使わないプログラミング学習。

このモデルの特徴は、「①既存のものと新しい
ものを融合させる」
「②アンプラグドとコンピュー
タを使ったプログラミングの相乗効果をねらう」
の２点です。
①については、自校の子どもに「つけたい力」
を出発点とし、それらをプログラミング的思考の
観点から整理した後に、重点的に育成したい力を
設定するという一連の過程を指します。これまで
も、「本時でつけたい力」を育むために日々の授
業が行われてきましたが、すべての力をプログラ
ミング教育で育成できるものではないため、あら
かじめプログラミング的思考の観点から重点的に
向上させる力（以下、重点思考スキル）を設定し
ておくことで、「本時でつけたい力は〇〇だから、

4

プログラミング教育を実践することができる」と
判断しやすくなると考えました。また、重点思考
スキルは各教科等に固有のものではないので、カ
リキュラム・マネジメントを行う際に、異なる学
年・異なる教科の単元を共通する思考スキルで結
び付けて系統立てることができると考えました。
②については、ある重点思考スキルを向上させ
るためには、アンプラグドかコンピュータを使っ
たプログラミングかどちらが適しているかを選ん
だり、アンプラグドとコンピュータを使ったプロ
グラミングを組み合わせた単元構成にして、相乗
効果をねらったりするという関係性を示したこと
です。「本時でつけたい力」がプログラミング教
育に適している場合でも、より効果的な学習を
行うためにはアンプラグドかコンピュータを使っ
たプログラミングかどちらが適しているかを吟味
する必要があります。さらに、単元計画の中にア
ンプラグドとコンピュータを使ったプログラミン
グの両方が位置付けられたプログラミング教育で
は、単元前半で行ったアンプラグドなプログラミ
ングで育成した思考スキルが、単元後半のコン
ピュータを使ったプログラミングをする際に発揮
されるという相乗効果が生まれます。加えて、同
じ思考スキルの向上をねらう異なる学年・異なる
教科の単元をカリキュラム・マネジメントで関連
付けることができれば、さらに効果的になります。
このように、プログラミング教育をカリキュラ
ム・マネジメントにより教育課程に位置付けるた
めのモデルを作成し、全教員で共有できたことが、
研究推進校の担当者としての成果になりました。
４

教育委員会の担当者として
平成２９年４月に、草津市教育委員会に異動と
なりました。前年度に引き続いて草津市教育委員
会が参加することとなった文部科学省委託事業の
担当者の一人となり、２つの研究推進校での研修
や指導案検討、研究発表大会までの支援や当日の
運営補助を担い、年度末には研究成果をまとめた

冊子づくりに取り組みました。
１１月に行う研究発表大会までの期間は、研究
推進校で実践された成果を基に、図１のモデルを
ブラッシュアップしました。（図２）
まず、研究推進校が設定した重点思考スキルを
基に、向上させるプログラミング的思考の要素
を７つに絞り、アンプラグドとコンピュータを
使ったプログラミングの関係性を表した図の中に
位置付けました。さらに、それぞれの要素を向上
させる学習として、アンプラグドかコンピュータ
を使ったプログラミングかどちらが適しているか
の目安を示すために、関係が深いものをより近く
に配置しました。また、プログラミング教育をよ
り効果的に行うために、カリキュラム・マネジメ
ントや指導の際に留意すべきポイントも示しまし
た。
次に、年度末の研究成果をまとめた冊子には、
系統表・年間指導計画・指導事例を掲載しました。
系統表と年間指導計画の形式は文部科学省委託事
業で示されたものを活用しましたが、カリキュラ
ム・マネジメントの際に参考にしやすいように独
自の工夫を加えました。具体的には、指導事例と
して掲載している単元を年間指導計画に太字で強
調して示したり、年間指導計画と指導事例に、対
応する系統表の番号を記載して関連性を強調した
りしました。さらに、３９の指導事例を掲載し、
全学年の全学期を網羅しました。
このように、市内の他の小学校でもカリキュラ
ム・マネジメントに活用できるように、前年度の
研究推進校の成果をまとめました。
５

まとめにかえて
プログラミング教育は、小学校では初めて必修
化されますが、各校のつけたい力をプログラミン
グ教育につなげる流れをモデル化したり、情報活
用能力の系統表や年間指導計画を作成しておいた
りすることで準備をすることができます。さらに、
関連するポータルサイトに事例が集まり始めてい
たり、新しい教材の情報が発信されたりしていま
す。全面実施までの時間を活用して、本市でもプ
ログラミング教育を推進していきたいです。

（注）

図２ プログラミング教育とプログラミング的思考の育成
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プログラミングの体験を入れた授業づくりの仕方
相模原市教育センター
指導主事

渡邊

茂一

ここまで、有識者の方々にプログラミング教育
の理念や導入の経緯、小学校や中学校段階におけ
るポイント等を語って頂きました。そこでここで
は、相模原市での授業実践での知見に基づく、授
業づくりの仕方について述べていきます。

グラミングの体験活動を用いることが従来よりも
効果的なのです。
コンピュータを用いたプログラミングは、自分
の思考の過程や順番を画面上で確認しやすく、試
行錯誤の結果をすぐさま試行し、検証することも
可能です。また、修正を何度も、容易に行えると
いう特徴もあります。少ない学習時間の中で、何
回も試行錯誤し、児童生徒の頭の中に新たな思考
回路をつくっていくために最適な学習ツールなの
です。
その他、音楽などで、試行を繰り返し、音を組
み合わせたり、並べ替えたりできる「試行錯誤し
ながら音楽づくりができる力」の育成も考えられ
ます。
このような力を育てる授業では、次のような展
開を計画しましょう。（図１）

１

小学校段階での授業づくり
プログラミング教育では、授業づくりの仕方が
よくわからない、ということが悩みとなっていま
す。どの教科の、どの単元で取り上げれば良いの
かがわからないことから、なかなか挑戦できない
人もいるでしょう。どうすれば、コンピュータに
よるプログラミングの体験を入れた授業を考える
ことができるのでしょう。
そこで、次の３つの場合に、プログラミングの
体験を入れた授業を計画することを提案します。

授業開始→ → → → → → → → →授業終了
試行
導 課題の プログラミングの体験
錯誤の
※試行錯誤の訓練の時間
入 確認
振り返り
図１ 試行錯誤する力を育てる授業展開

①試行錯誤する力を育てる場合
②体験的な学びで資質・能力を育てる場合
③学習課題を解決するツールとして活用する場合

①試行錯誤する力を育てる場合
プログラミングによる試行錯誤の時間は長めに
プログラミング的思考を大まかに「論理的に試
設定し、最後はどのような試行錯誤をしたのかを
行錯誤する力」と捉えましょう。実際に小学校プ
振り返ります。例えば、正多角形の作図であれば
ログラミング教育の手引では、プログラミング的
思考を働かせる場面の説明で「試行錯誤する」と 「図形の新しい決まりを見つけるために大切なこ
とはなんですか」などの発問が考えられます。
いう言葉を用いています。試行錯誤には様々な種
類がありますが、プログラミング的思考はその中
②体験的な学びで資質・能力を育てる場合
の一つで、コンピュータでプログラミングを体験
資質・能力を授業で効果的に育てるために、体
する学習活動が最も育成に有効なのです。
験的な学習活動が望まれるのは周知の通りです。
例えば、算数の授業が考えられます。
算数では、既習の算数の知識（法則や決まり） その中で、コンピュータ及びプログラミングによ
る問題解決の体験を通した学習を計画すると良い
をもとに、新たな法則を見つけ出そうと、試行錯
場面があります。
誤できる力を育てることが必要です。
例えば、理科の授業が考えられます。
「正多角形の作図」の学習場面では、正多角形
理科では私たちの身の回りには、電気の性質や
の作図における法則性を、既習の図形の決まりを
働きを有効利用した、自動で点灯する照明などの
活用しながら、新たな仮説を立て試行し、修正す
論理回路を用いた道具があり、そのことに気づき、
ることを繰り返すことで、そのような算数の思考
電気を有効利用するための妥当な考えをつくりだ
回路を育てることが期待されます。この時、プロ

6

し、表現することが求められます。このとき、そ
のような道具を作り表現する体験的な学習活動を
行うことで、学習がより深まります。
ですから、「電気の利用」の学習で、無駄な電
気の利用を避けるため、人がいるときのみ点灯す
る照明のプログラム制作などを体験することで、
電気の働きを有効利用するための妥当な考え等を
体験的に獲得することが期待されます。
その他、社会科の授業での農業で機械化による
問題解決や工業に従事する人々の工夫を学習する
とき、家庭科で高齢者等体の不自由な方のための
住まいの工夫を学習するときなど、社会でプログ
ラミングによる問題解決を行っている場面を疑似
体験することでも、学びをより深くすることがね
らえます。
このような体験的な学びをねらう授業では、次
のような展開を計画しましょう。（図２）
授業開始→ → → → → → → → →授業終了
導 課題の プログラミングの体験 教 科 等 へ の
※体験を通して教科等のねらい 気づきの
入 確認
に気づく、深める
振り返り
図２ 体験的な学びで資質能力を育てる授業展開
プログラミングによる体験的な学習の時間は長
めに設定します。しかし最後は、体験を通して、
教科等に関するどのようなことに気づいたのかを
振り返らせることが重要です。このとき、教科等
の振り返りを行わないと「プログラミングは難し
かった」など、教科等のねらいと乖離した学習成
果が定着してしまいます。例えば電気の利用であ
れば「あなたの身の回りでは、他にどのような電
気を有効利用した道具がありますか」などの発問
が考えられます。

授業開始→ → → → → → → → →授業終了
導
入

プログラミ
ングの体験
※ツールの
準備

図３

学習活動

つくったプログラム
（教科等）
を活用した学習活動

の振り返り

ツールとして活用する授業展開

プログラミングによる体験はあくまでもツール
の準備ですから、短めに設定します。このとき、
ツールの準備の時間を長く取り過ぎてしまうと、
授業の目標がぼやけ、うまく展開できなくなりま
す。
最後は、ツールを活用した学習活動を通じて、
教科等に関する身に付いたことを振り返らせま
しょう。例えばおよその数では、以上、以下、未満、
の意味を知識的にまとめさせることが重要です。
２

中学校段階での授業づくり
中学校では、技術・家庭科の技術分野の指導内
容にプログラミング教育が位置づいています。こ
のとき、コンピュータに関する専門的な知識等を
確実に教えなければなりません。
また、小学校での体験を考慮し、現行の指導要
領よりも高度な技術的課題解決を設定する必要が
あります。従来のような、フローチャートのみで
情報処理の手順を示せるようなプログラムではな
く、並行処理や割り込み処理などを想定した学習
課題を設定できるとよいでしょう。
そして、意図した動きの設定や、その前段階の
問題発見も生徒自身ができるようになるよう、授
業づくりをしたいところです。そこで、次のよう
な題材展開の計画を提案します。（図４）
①プログラムの基本形を制作しながら、仕組み等
の基礎的な知識を学習する。

↓
②基本形のプログラムを生活や社会で実装すると、
どのようなエラー等が起きるか、機能追加の必
要はないかを考える。（問題の発見）

③学習課題を解決するツールとして活用する場合
つくったプログラムを、学習課題を解決する
ツールとして活用することで、技能の補助、理解
の補助、思考の補助、計測の補助などをおこなう
ことができます。
例えば、算数の授業が考えられます。
およそ 12cm の範囲を考える学習を通して、以
上、以下、未満の意味を学習する授業では、四捨
五入する計算機のプログラムを制作します。する
と、11.59cm や 12.41cm 等、自分では確認できな
い数が、およそ 12 cm に入るのかなどを調べる
ことができ、体験的に数の範囲の概念を獲得でき
ます。
その他、理科の実験における測定器具をプログ
ラミングするなども考えられるでしょう。
このような制作したプログラムをツールとして
活用する授業では、次のような展開を計画しま
しょう。（図３）

↓

③発見した問題の解決策（意図した動き）を考え
て具体化し、基本プログラムを改良する。
図４

中学校の題材展開の例

ただ「問題を発見しなさい」という学習は生徒
にとって困難です。そこで、基本形のプログラム
を制作した後、社会へ実装した際に起きる問題を
想起させると、授業がスムーズに展開できます。
以上の授業づくりの仕方と、この後の授業例を
参考に、ぜひ様々なプログラミングの授業づくり
に挑戦してください。
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実践事例
実践事例 １
１
５年算数

多角形と円をくわしく調べよう

宮上小学校

教諭

江成

１

学習場面
｢多角形と円をくわしく調べよう｣ の学習の中
で、正多角形の意味を基に正多角形をかく場面。

勝太

｢角度が〇°右に向く｣ といった動きをどのよう
な順序で組み合わせればよいか考えたことで、繰
り返しを用いるより簡単にかけることに児童は気
づいていきます。

図形を構成する要素（三角形の内側の角度〔内角〕
の和は 180°であることなど）に着目し、プログラ
ミングを通した正多角形のかき方を発展的に考察
したり、図形の性質を見いだしたりして、その性質
を筋道立てて考え説明したりする力を確実に育み
ます。

ここでは、正多角形について「辺の長さが全て
等しく、角の大きさが全て等しい」という正多角
形の意味を用いて作図できることを、プログラミ
ングを通して確認するとともに、人の手で作図す
ることは難しくともコンピュータであれば正確に
かくことができることに気づかせます。

図１

正多角形を作図するプログラム

学習の応用として、作ったプログラムを使って
他の正多角形をかくことを行いました。｢□回繰
り返す｣ の部分と、｢□度、内角を曲がります｣
の部分を変化させることで、他の正多角形をかく
ことができます。注意点として、正七角形や、正
十一角形など 360°を割り切れない数に関しては、
プログラムとしては、見た目は限りなく、それに
近い形でつくることができてしまいますが、実際
には正多角形にはなっていないことは押さえる必
要があります。

２

学習の位置付け
この学習は、正多角形の単元において、正多角
形の基本的な性質や、円と関連させて正多角形を
作図することができることを学習した後に展開し
ました。
３

学習活動とねらい
教材として ｢Scratch2.0｣ を使用しました。
ま た、 系 統 的 に 学 習 を 展 開 す る た め に、 ５
年 生 算 数 ｢ 図 形 の 角 を 調 べ よ う ｣ の 中 で も、
Scratch2.0 を用いて学習を行っています。
単元のはじめに、正多角形の意味や性質につい
ての理解を深めました。｢辺の長さが全て等しく、
角の大きさが全て等しい｣ ということを理解し、
それを基に作図するという課題に取り組みまし
た。
次に、正多角形を定規と分度器を用いて作図す
ることを試みました。そのことにより、手で作図
する難しさや、手でかくことで誤差が生じること
を実感させました。
そして、プログラミングによる正方形の作図の
仕方を全体で考え、個人、３人一組でプログラ
ミングによる正六角形の作図に取り組みました。
手書きでの作図の中で、｢長さ□㎝の線を引く｣、

図２

作図した正六角形

まとめでは、コンピュータを使用することに
よって、正確に図形をかくことができる点や、数
値を変化させることで様々な正多角形をかくこと
ができることを学びました。
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実践事例
実践事例 ２
２
6 年理科

電気の利用

淵野辺小学校

総括教諭

１

学習場面
電気の性質や働きを利用し、プログラミングに
よる自律的電気回路づくりに取り組む場面。

平本

彰

に電気が流れるという仕組みです。
LED 電球

プログラミング

プログラミングを用いた自律的電気回路づく
り通して、電気の量と働きとの関係、発電や蓄電、
電気の変換について、より妥当な考えをつくり
だし、表現することができるようにします。
ここでは、電気回路をプログラミングによって
制御することを通して、電気の効率的な利用につ
いて気付かせ、日常生活の中で活用されているプ
ログラミング制御の有用性に考えを広げます。

制御スイッチ

コンデンサ

タブレット PC

学習の位置付け
この学習は、「電気の利用」の単元において、
蓄えた電気を光に変換して利用していることなど
について、実感を伴った理解につながることを目
指しました。さらには、エネルギーの効率的な利
用を具現化できるよう、ものづくりの一環として
プログラミングによって制御する電気回路づくり
に取り組みました。

手回し発電機

２

３

学習活動とねらい
手回し発電機で電気を起こすことから学習をス
タートしました。電気は自分の手で作れることを
実感した後、コンデンサを使うと電気を蓄えられ
ることも知りました。学習を進める中で、「自分
で発電して蓄えた電気だから、大切に使いたい」
という思いが児童の中に生まれました。
そんな児童の思いに着目し、「コンデンサに蓄
えた電気を、効率的に利用する回路づくり」に挑
戦することにしました。この児童の思いを実現す
るために、プログラミングによる回路の通電制御
の学習活動を設定しました。
今回用いた教材は、ＰＣ室更新に伴って導入さ
れたレゴ ® エデュケーション製「WeDo2.0」基
本セットとタブレットＰＣです。
この「WeDo2.0」基本セットに含まれる各種ブ
ロックやセンサー、モーターを組み合わせ、プロ
グラミングによって通電を制御できる回路のス
イッチ（以下「プログラミング制御スイッチ」）
を考えました。センサーが人の動きを感知すると
モーターが動き、レゴブロックを移動させて回路



図１

回路概略図

タブレットＰＣ上で動作するアプリケーション
を使って、プログラムを設定しました。このアプ
リケーションは、アイコンを並び替えることでプ
ログラムを簡単につくることができます。児童は
試行錯誤しながら、自律的に動作するためのプロ
グラムをつくっていました。
【プログラムの例】
・人が近づいたらスイッチオン→通電／離れたら
スイッチオフ
・音がするとスイッチオン→通電／もう一度音が
するとスイッチオフ
プログラミングの体験の後に、生活の中で利用
されているプログラミングについて考えました。
人が近づいたら動きだすエスカレーターや表面温
度を測って温度調節するエアコン等、センサーで
感知しプログラミング制御している道具がたくさ
んあることに改めて気付いたようでした。プログ
ラミングは、日常生活を便利で快適にすると同時
に、エネルギーの有効活用やバリアフリーの視点
からも有用であ
ることにも気付
き ま し た。 プ ロ
グラミングを体
験的に学ぶこと
で、 深 い 学 び へ
つながったと感
じています。
図２

授業の様子

実践事例
実践事例 ３
３
5 年社会

食料生産をささえる人々

九沢小学校

教諭

木原

１

学習場面
プログラミングを通して、我が国の抱える食料
生産の問題を機械の自動化という観点から、解決
の方法を考えていく場面。

智裕

次 に、 よ く 理 解 で き な か っ た こ と や よ り
深 く 理 解 し た い こ と を、 教 科 書 や 地 図 帳、
NHKforSchool の複数のクリップ（日本の食料自
給率」「輸入がささえる豊かな食生活」「外国産の
安い食料」「食料を輸入にたよることの問題」「食
料の輸入増加と日本の農業・漁業」「大量の輸入
と食べ残し」）などを活用し、児童一人一人が食
料生産の問題を焦点化して捉えられるようにしま
した。
そして、農業に使われ、自動化されている技術
をいくつか紹介し（NHKforSchool「工場で育て
る野菜」、「工場で作られるもやし」、「北海道の農
業～新たな取り組み～」など）、その問題を機械
の自動化という観点から解決する方法を考えまし
た。そのとき、同じ問題をもっている人同士でグ
ループになることで、解決策をより詳細に検討す
ることができました。
解決策は、LEGO WeDo2.0® と、Scratch で温
度や湿度の Linking* セ
ンサを制御するプログ
ラミングツールを目的
に 応 じ て 選 択 し た り、
組 み 合 わ せ る こ と で、
機械のモデルとして表
現しました。製作する
中でどのような順序で
組み合わせればよいか
図１ グループで制作する 話し合い、改善してい
ものを説明する様子 くことで、より意図し
た活動に近づくのか考える力（プログラミング的
思考）と、それを説明する力を育むことができた
と 思 い ま す。
また、自分で
設定した課
題を自ら解
決し、より深
い学びにつ
なげること
ができたと
思います。

食料生産が抱える問題を機械の自動化によ
り解決することを考える、という体験的な活動
を通して、社会の問題を主体的に解決しようと
する資質を養います。併せて、問題解決の中で、
意図した活動を論理的に思考錯誤し、実現しよ
うとする力も育みます。
食料生産のような、児童には普段見えにくい場
面においてもコンピュータが生活を支え、人に
とって難しいことや大変なこと、時間がかかるこ
とも容易に解決することで私たちの生活を便利で
豊かにしていることに気付き、それらを用いて問
題解決しようとする態度を育成します。
２

学習の位置付け
この学習では、単元の学習を一通り終えた後、
我が国の食料生産に関わる人々について、生産の
工程、人々の協力関係、技術の向上、輸送、価格
や費用に着目し、教科書やインターネット、本、
地図帳などの各資料を活用して、食料生産に関わ
る人々の工夫や努力を理解した上で、今抱えてい
る問題の解決方法を考え、表現する学習に位置付
けました。
３

学習活動とねらい
学習活動としては、食料自給率が低いことで起
こりうる問題や、国内生産者が抱える悩みや願い
を解決する方法を考えるという課題を設定しまし
た。各種資料で調べたことをもとに解決方法を考
え、新聞にまとめていく中で、解決方法を機械の
自動化という観点に絞り、自分たちの考えの実現
の可能性をプログラミングを通して探っていくこ
とにしました。
具 体 的 に は、 は じ め に 教 科 書 や 地 図 帳、
NHKforSchool「『未来広告ジャパン』どうする？
これからの食料生産」などの資料をもとに、我が
国の食料生産が抱える問題を俯瞰して捉え、学級
全体で共有しました。

図２

プログラミングの様子

* 「Linking」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です
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実践事例
実践事例 ４
４
５年算数

偶数と奇数の性質をみいだそう

東林小学校

１

教諭

加藤

学習場面
プログラミングを通して、整数の性質を調べる場面。

整数の性質を調べる場面において、整数の偶数
と奇数を構成する要素に着目し、プログラミング
ソフト「Scratch」を用いて偶数と奇数を類別しま
す。整数は、観点を決めると偶数と奇数の２つの
集合に類別できることに気づいたり、偶数や奇数
以外の倍数や約数においてもその集まりごとの整
数の性質を見出したり、類別できたりすることを
理解できるようにします。

ここでは、プログラムを使い、たくさんの数を
偶数と奇数に類別することで、偶数と奇数への理
解を深めるという教科のねらいを達成できます。
さらに、順序立ててプログラムを組むことで、
コンピュータを自分の思う通りに動かせるという
体験を行います。
２

学習の位置付け
この学習は、整数の性質について理解を深めて
いく単元の始めの段階です。本時では、偶数や
奇数に類別する学習活動を行います。ある法則に
従って数を類別した経験をもとに、今後の倍数や
約数の学習につなげていきます。

愛里

取り組みます。その際、プログラムを作る時間は
一定の時間で区切り、プロジェクターで完成した
プログラムを投影し、全員で確認するようにしま
す。
その後、作成したプログラムを使って、１から
４０の数や、始めにわからなかった数を入力して
あたりかはずれかを類別していきます。
そして、数字を入れた結果を出し合い、調べた
あたりとはずれの数の集まりを見て、偶数と奇数
の性質や気付きを共有します。多くの数を調べた
結果を得ることで、数の集まりから「一の位を確
認すれば、あたりかはずれかわかること」といっ
た数の法則性に気付くこともできます。
また、コンピュータを使えば大きな数でもすぐ
に調べることができるということに気づくことも
できます。
今回の学習活動を通して、大きすぎる数になる
と、瞬時に計算ができなくなることにも気付きま
す。コンピュータを用いることで計算が容易にな
りますが、コンピュータにも限界があることを知
ることができます。
さらに、今回のプログラムをもとにすることで、
２で割り切れる数だけでなく、３で割り切れる数
などその他の数でも求めることができることやそ
のことを利用して倍数や約数の学習にも応用でき
ることに気づくことができます。

３ 学習活動とねらい
「整数を２で割って割り切れる数」という偶数
の性質を用いて、偶数と奇数を類別するという課
題を設定し、プログラミングを用いて様々な数を
調べます。
まず、１～４０までのカードを「あたり」と「は
ずれ」に分けて見せ、どのような決まりで分けて
いるかを予想させます。そこから「２で割って割
り切れる数」をあたり、「２で割って１余る数」
をはずれとしていることに気付かせます。そのあ
とに、１２４や６３４２、１２２２２２２２７と
いう数を提示し、大きな数になると瞬時に正確に ▷プログラムをつくる
過程で、整数の性質
判断することは難しいことを実感させました。
を整理できます。
次にどんな数字でも、「あたり」か「はずれ」
かを類別するプログラムのつくり方を学級全体で
考え、プログラミングの体験をしました。プログ
ラムが整数を偶数と奇数に正しく類別できること
を確認した上で、プログラムによる整数の類別に

2

◁自然と学び合いが見
られました。

実践事例
実践事例 ５
５
2 年国語

物語文「スイミー」の
続きを表現する活動

南大野小学校

教諭

西岡

１ 学習場面
登場人物の心情や情景などに着目して物語文の続き
を考え表現することを、プログラミングを通して学習
する場面。

裕太

わせで、どのような命令におきかえ、組み合わせたら
うまく表現できるかを考えます。
また、コンピュータであれば動く絵が簡単にできる
ことに気付いていきます。
そして、ペアで物語文の続きを発表してアニメーショ
ンを見せ合い、感想を伝え合います。その後、複数の
児童が全員に物語文の続きを発表してアニメーション
を見せ、聞いている児童が感想を伝えます。
アニメーションを見せ合うことで、物語文の書き方
やプログラムの組み合わせによって、多様な表現方法
に気が付くことができます。

登場人物の心情や情景などに着目して物語文の続
きを考え、そのことをプログラミングによってアニ
メーションに表現し、互いの作品を見せ合い、感想
を伝え合うことを通して、より工夫された物語を想
像することができます。
ここでは、自分が想像した文章をアニメーションの
プログラムを表す活動を通して、たとえを表すことば
を使った文の工夫したかきかたを体験的に学びます。
併せて、コンピュータであれば、自分が考えている物
語文の続きを動く絵として容易に表現できることに気
付かせます。
２ 学習の位置付け
国語科の物語文の学習をひととおり終えたあと、自
分たちが考えた物語文の続きをアニメーションのプロ
グラムで表し、それぞれの表現のよさを認め合う学習
を展開します。

図１ 児童が考えた物語文

３ 学習活動とねらい
学習活動としては、
「スイミーの話の続きをアニメー
ションで作って、感想を伝え合おう」という課題を設
定し、物語文の続きを絵や文にまとめ、プログラミン
グによるアニメーション作りで表現します。
この学習では、プログラミングソフト「Viscuit」を
使用します。
まず前時までに、自分が考えた物語の続きの絵や文
をもとにした動きを、命令におきかえて実現する、プ
ログラミング活動に取り組みます。
次に、物語の文章をもとにしたアニメーションが表
現できているか立ち返りながら、命令を確かめていき
ます。児童は、制作したアニメーションが「自分の書
いた物語の文章をもとにしているのか」に常に立ち返
ることで、
「スイミーは、赤い魚の兄弟たちと思いっき
り楽しく遊びました。
」
「スイミーは赤い魚の兄弟たち
と虹色のゼリーのようなくらげがいる素晴らしい海の
世界を見に行きました。
」といった、たとえを表す言葉
を使った文について、それがどのような動きの組み合

図２ 物語文をもとに作ったアニメーションとプログラム

図３ 物語文とアニメーションを紹介する様子
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実践事例
実践事例 ６
６
クラブ活動

プログラミング教育を
活用した取組

上溝南小学校

田宮

教諭

１ 学習場面と使用した教材
ＰＣクラブでは、名刺作りやカレンダー作りなど、
様々なアプリケーションを使いながらコンピュータの
楽しみを感じるような活動をしています。近年プログ
ラミングに関する学習が増えていく中、マイクロビッ
トと出会う機会があり、児童はそれを使って、LED に
文字や絵を表示させて楽しんでいます。
（図 1）

政彦

ラウザ上で動作するブロックプログラミングですが、
プログラムをマイクロビットに書き込み、実際に動か
すことができることが Scratch と大きな違いです。
（図
３）例えば、調理や裁縫の学習の場面で、プログラミ
ング活動が知識と体験の両面を身につけるアプローチ
になればと思っています。

図3

Scratch とマイクロビットの比較

２ 学習の位置付け
ＰＣクラブでは、コンピュータの基本操作を知り、
操作する楽しみを味わって欲しいと思います。またプ
ログラミングも行いますが、それが目的ではなく、新
たな学びを得るための道具にして、自分のために役立
つようになって欲しいと思います。
３ 学習活動とねらい
まず、マイクロビットで動く基本プログラムを紹介
し、自分だったらどんな場面で使うかを思考してプロ
グラム作りに取り組みます。失敗も、その考えが自分
の役立つものであれば良いと考えています。どのよう
な考え方と仕組みプログラムが動いており、どうすれ
ば安全か、逆にどうしたら危険になるのかなどの視点
を知識と経験で身につけてほしいです。自分の目的の
ために利用するきっかけになれば、プログラミングの
授業のゴールだと考えています。
またクラブ活動が終わっても適応するスキルとして、
人生の中で活かせるようになってほしいと願います。

図 1 マイクロビットの説明を受ける様子

マイクロビット（micro:bit）
とは、プログラミングして
操れる小さなコンピュータ
です。
（図 2）
２５個の LED、２個のボ
タンスイッチのほか、加速
図 2 マイクロビット本体
度センサーや磁力センサー、
照度センサー、無線通信機能がついています。２５
個の LED を画面のように利用でき、その光り方を変
えて、模様や文字を表します。
○なぜプログラミングの体験を入れるのか
プログラミング教育は全ての教科等、学年、単元等
に取り入れることが可能ですが、まだ経験をしたこと
がない児童はたくさんいます。そこで、少しでもプロ
グラミングとはどのようなものか知るために、クラブ
活動で行うことにしました。
相模原市では、昨年度市内の全ての４年生が Scratch
を使った算数の授業を受けました。ＰＣクラブで使用
しているマイクロビットは、Scratch と同様に Web ブ

参考文献
・松村太郎、山脇智志、小野哲生、大森康正 (2018) プロ
グラミング教育が変える子どもの未来：株式会社翔泳
社
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実践事例
実践事例 ７
７
中学技術

パネルをタッチ！
プログラムで問題解決！

相原中学校

教諭

荒木

１ 学習場面
プログラミングを通して、コンピュータを用いた計
測・制御の基本的な仕組みを知り、タッチパネル式自
動販売機のプログラム制作を行う場面。

佑輔

考え、プログラムをタブレット PC と自販機モデルを
用いて試行錯誤します。そして、プログラミングを通
して、コンピュータにより機械を制御することで、硬
貨の種類を判別したり、残りの商品の有無を管理する
など、様々な判断を自動で行っている、という自動販
売機の仕組みについて気付きます。
次いで、タッチパネル式自動販売機が実際に生活や
社会で使用されることを想定し、どのような問題が起
きるか、そのことはどのようなエラー処理を設定すれ
ば解決できるか、を考えて、個々にプログラムの改良
に取り組みます。
こうしたエラー処理のプログラムの作成では、試行
錯誤を通したいわゆるプログラミング的思考の育成は
もちろん、身近な計測・制御の技術に用いられている
情報処理の手順や、解決のために手順を工夫すること
をしてみたい、自分でプログラムをしてみたいという
関心の喚起や、情報処理の手順を工夫しプログラムを
設計する能力が育成されます。
また、この体験を基に、生活の中で利用されている
機器の多くにプログラムが働いていることやブラック
ボックスとなっている仕組みについて、
「どのような仕
組みで動いているのか」
「必要なことは何なのか」
「もっ
と便利にできることはないのか」など、私たちの生活
をより快適に、より効率的にといったあらたな技術を
設計し活用しようとすることに繋がることが期待され
ます。

タッチパネル式自動販売機のプログラムを制作す
ることで、コンピュータを用いた計測・制御の基本
的な仕組みを理解し、簡単なプログラムの作成がで
きるとともに、情報処理の手順を工夫する能力を育
成します。
ここでは、コンピュータによる計測・制御の技術に
ついて、生活の中で利用されているコンピュータを用
いた計測・制御の基本的な仕組みを学習し、簡単なプ
ログラムの制作ができるようになるとともに、情報処
理の手順の工夫を考えていくことで、プログラミング
を通して情報技術が生活を便利にしていることを確認
します。
２ 学習の位置付け
この学習は、２学年で実施する「内容Ｄ 情報に関
する技術」プログラムによる計測・制御の題材に位置
付いています。題材の最初には、映像教材等を用いた
りして、計測・制御システムの仕組みを理解し、身の
回りの様々な製品やシステムが、プログラムで制御さ
れており、それらは、機械的な仕組みとは違った利点
があることなどの、技術の見方・考え方に気付きます。
その後、技術による問題の解決の制作題材として、こ
れから紹介するプログラミングに取り組みます。

図１ タッチパネル式
自動販売機のモデル

３ 学習活動とねらい
プログラミングのツールとして、LEGO マインドス
トーム EV3® を使用し、Scratch で制御します。
まず、全員が同じプログラムを制作します。具体的
には、自動販売機の基本の処理である、お金を投入し、
その金額を読み取って合計金額を計算し、商品以上の
金額が投入されたらタッチパネル上で購入可能な飲料
のボタンを表示し、押された商品の排出機構（アクチュ
エータ）を動かして飲料を出し、
残りの金額を表示する、
という情報処理の手順をプログラミングします。
生徒は、生活の中での経験を基に、自動販売機はど
のような手順で動作しているのか、それを再現するに
は命令（記号）をどのように組み合わせればよいかを

図２
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授業の様子

実践事例
実践事例 ８
８
中学技術

ロボット教材を利用した
プログラミング教育の実践

麻溝台中学校

教諭

菊池

貴大

１ 学習場面
プログラミングを通して、コンピュータを用いた計
測・制御の基本的な仕組みを知り、踏切のプログラム
を制作する場面。

図１ バー開閉のプログラムの一例

その後、基本的なプログラムでは対応できない異常
生徒にとって身近である踏切のプログラム制作や
新たな計測・制御システムの設計・制作を通して、 （エラー）が発生したときでも、そのことに対応できる
プログラムに改良していきます。
課題解決のために処理の手順
（アルゴリズム）
を考え、
このような活動を通して、生徒は、生活での経験か
技術によって課題を解決する能力を育成します。
ら踏切がどのような手順で動作しているのか、どのよ
ここでは、踏切の基本的な動き（バーを開ける・閉
うに命令を組み合わせると良いのかを考え、試行錯誤
める、警告音を鳴らす、警告信号を点滅させるなど） を繰り返します（プログラミング的思考）
。また、基本
のプログラムを制作します。その後、基本的な動きの
的なプログラムからエラー処理ができるプログラムに
プログラムをもとにして、私たちの生活をよりよくす
改良し、私たちの生活をよりよくするプログラムを設
るプログラムの設計・制作を行います。このような体
計・制作することなどを通して、プログラムの役割な
験を通して、順序立てて物事を考える能力や新たな技
どについても理解します。
術を設計し活用する態度を育てることがができると考
さらに、身の回りにある製品のプログラムについて
えます。
も目を向け、それぞれの製品に対応できるプログラム
になっていることにも気付きます。そして、そのよう
２ 学習の位置付け
な技術によって、安全な生活を送ることができ、効率
この学習は３学年で実施する「内容Ｄ 情報に関す
の良い社会になっていることを理解します。
る技術」プログラムによる計測・制御の題材に位置付
いています。題材の最初には、身の回りの様々な製品
には計測・制御システムが組み込まれており、センサ、
コンピュータ、仕事をする部分（アクチュエータ）な
どの構成や情報の流れについて、また、これらの製品
はプログラムで制御されていることについても学習し
ます。その後、これから紹介するプログラミングに取
り組みます。
３ 学習活動とねらい
プログラミングのツールとして、LEGO マインドス
トーム EV3 を使用します。
最初に、基本的な踏切制御のプログラムを制作しま
す。具体的には、動画を見て、踏切の基本的な動きに
ついて確認します。そこから、計測・制御システムに
ついて考え、電車が来たら、バーの閉鎖や警告音、警
告の点滅信号などの動作を行い、電車が通過したらバー
の開場などの動作をすることに気付きます。そして、
踏切の動作の一部（バーを開閉する、警告音を鳴らす
など）を再現する基本的なプログラムを制作します。
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図２

ロボット教材で制作した踏切の模型

図３

授業中の生徒の様子

実践事例
実践事例 ９
９
豊かなプログラミング教育のために
企業ができること
株式会社ＪＭＣ
TEL：03-6890-8714

座間

翔子

HP：http://www.jmc.ne.jp/

平成３０年２月、市の生涯学習ルーム事業を活用し
て、旭小学校の図工室を会場にロボット相撲大会が開
かれました。
集まった小学生一人ひとりに『プロロ』という小さ
な車のようなロボットが用意されました。
『プロロ』は、
プログラミング教材ロボットであり、開発者である富
士ソフト株式会社の黒巣氏が、ロボット博士としてプ
ログラミングの仕方を教えてくれました。子どもたち
は、タブレット端末を使って、
『プロロ』をどう動かす
か試行錯誤しながらプログラムを作っていきました。
「はっけよーい…のこった！」の合図で始まるロボッ
ト相撲大会。負けてくやし涙がにじむ子、勝って飛び
上がって喜ぶ子。自分で悩みながら作ったプログラム
であるだけに、さまざまな気持ちが入り混じる白熱し
た戦いになりました。

が「楽しい」
「もっと知りたい」と思えるような活動と
機会を提供することで、
「意図した動きの実現のために
は、何をどの順番でプログラムしなければならないの
か」と考える、プログラミング的思考を働かせるきっ
かけづくりになると考えています。
プログラミング教育は、平成２８年度の小学校学習
指導要領改訂（平成３０年度～先行実施、平成３２年
度～全面実施）で、初めて必修化されたものです。学
校現場は、プログラミングをどのように授業に取り入
れたらよいのか手探りの状態にあると思います。
プログラミング教育を根付かせるために企業として
私たちができることは、先生を力強くサポートするサー
ビスの提供です。私たちは現在、先生向けにプログラ
ミング教育のための研修会を実施するほか、プログラ
ミングを取り入れた授業の提案やそれをサポートする
ICT 支援員の育成にも取り組んでいます。
先生向けの研修会は、プログラミング初心者の先生
でも、研修後には自身でプログラミングを取り入れた
授業づくりができるようになることを目指しています。
プログラミングとは何か、プログラミング教育の必要
性等を理解し、先生同士で共通の認識を持った上で、
プログラミングを体験していただきます。
ICT 支援員は、
授業等での ICT 機器の利活用をサポー
トする存在ですが、私たちは、プログラミング教育の
支援もできる人材の育成に着手しています。プログラ
ミング教育についての基礎知識をもち、使用するソフ
トウェアを理解し、先生とコミュニケーションをとり
ながら適切なサポートを一緒に考えられる ICT 支援員
となるよう取り組んでいます。

図 1 競技の様子

ロボット相撲大会は、市（情報政策課、教育セン
ター）と企業（株式会社 JMC、富士ソフト株式会社）
が協力して実現したものです。私は、JMC の一員と
して携わり、ロボット相撲大会では行司役を務めま
した。JMC は、相模原市に導入されている ICT 機
器の保守や ICT 支援員の派遣等を行っています。

授業を支援する中で、プログラミングを取り入れる
と、子どもたちが主体的に取り組む姿勢が見えてきま
した。そんなプログラミング教育がよりよいものとな
るように、先生が子どもたちに「何を伝えたいか」
「何
を体験させたいか」を重視して、さまざまなサポート
をしています。企業として、先生や子どもたちとプロ
グラミングをつなぐ一助となれたら幸いです。

このような授業外のイベントにおいて、企業が子ど
もたちのプログラミング的思考力を育成するためにで
きることは、まずは子どもたちにプログラミングの楽
しさを味わってもらうことだと思います。楽しいとい
う気持ちは、知的好奇心のブースターです。ICT やプ
ログラミングの知見を有する企業などが、子どもたち
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実践事例
実践事例 10
10
プログラミングで「学ぶことの楽しさ」を
インクループ株式会社

三宅

崇之

TEL：042-703-8811 HP：https://incloop.com E-mail: t-miyake@incloop.com

インクループ株式会社では、相模原市産業会館パソ
コン教室において「小・中学生向けプログラミング教室」
を２０１７年４月から実施しています。

図 1 小・中学生向けプログラミング教室の様子

当教室でプログラミングの授業を行う上で最も重視
しているのは「楽しさ」と「達成感」です。
「学べること」は少し昔までは喜びの一つでした。そ
れが教育を受けることが当たり前になった今日におい
ては学ぶことができることの素晴らしさや価値を実感
する機会がなく、勉強はやらされるもの（＝面倒なも
の）という認識があります。確かに現在の学校教育に
おいては、学ぶことの意味を重視したものではないた
め、子ども達は何のために学ぶのかを見いだせていま
せん。良い大学に入るため、良い会社に入るためといっ
た大人の価値観をいくら伝えたところで子ども達が共
感できるはずもありません。
「学ぶ」ということは知ら
なかったことを知ることであり、それは楽しかったり、
嬉しかったりすることのはずです。実際、自らが興味
関心を持つ内容であれば、現代の子ども達であっても
学ぶことの楽しさを感じることができます。
当教室において約１年半のプログラミング教育を通
して分かったこと、それは「プログラミングは子ども
達にとって楽しい」と感じることができる学習方法だ
ということです。教室では１回９０分の授業において、
最初の１５分はタイピングの練習、その後の１５分で
は学校の算数や理科などの授業で扱う算数の公式や実
験などをプログラミングしてみるという課題に取り組
み、残りの６０分は子ども達が作りたいゲームを企画
し、実際に制作するという構成としています。
タイピング練習にはタイピングゲームを使っており、
速さと正確さによる評価が表示され、ゲーム性がある
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ことから子ども達は高いモチベーションをもって毎回
取り組んでいます。既にブラインドタッチに近い操作
ができる子ども達もいます。算数などの課題では子ど
も達は苦手な教科の勉強をしているというより、どう
やれば期待した通りに動作するのかという「楽しさ」
のほうが勝っているようであり、課題をクリアするこ
とで様々なプログラミング技術を習得することもでき
ます。
ゲーム作りは、5W1H を明確に認識する必要があり、
プログラミング的思考力を身に付けるためには最適な
課題です。そして何よりも作ったゲームで遊ぶことは
もちろん、一緒に学んでいる友達に見せたりすること
が何よりも「楽しい」ようです。制作したゲームは年
に 2 回開催するコンテストの場にて、たくさんの友達
や大人の前で発表することで子ども達は「達成感」を
感じています。

図 2 プログラミングコンテストの受賞者

また授業中では思い通りに動かなくても諦めること
なく何度もチャレンジしており、講師への質問も非常
に積極的に行われています。９０分の授業が終わって
もなかなか帰らない子ども達も多く、時間を忘れて熱
中しています。
このようにプログラミングは現代の子ども達であっ
ても「学ぶことの楽しさ」を体感することができる非
常に効果的な学習方法です。当教室ではプログラミン
グ教育を通して、子ども達の可能性を最大限に発揮で
きる方法を追求し、楽しむことができる学びの場を提
供していきたいです。

まとめにかえて

「体験しよう！プログラミング」

ここまで、プログラミング教育の様々な記事を読ん
でいただきましたが、いかがでしたか。中には、自分も、
プログラミングを体験してみたい、と思っていただけ
たかたがいらっしゃるのではないでしょうか。
そこでまとめにかえて、現在、相模原市でも利用さ
れている、プログラミングのツール（プログラミング
言語や教材など）を紹介したいと思います。ここにあ
げるものは、プログラミングに広く親しんでもらうた
めに、基本的に無料で公開されているものです。
（基本
的に画面上で動作するもので、モノを動かすプログラ
ミングは掲載していません）
皆さん自身がプログラミングを体験し、楽しむこと
で、プログラミングの授業を受ける児童生徒がなぜ夢
中になるのか、きっと理解していただけると思います。

ンダーガーテン・グループによって開発されました。
詳しくは http://scratch.mit.edu をご参照ください。

Viscuit( ビスケット )【合同会社デジタルポケット】
https://www.viscuit.com
「めがね」を使って、変化を示すことで、直感的に
プログラムを作ることができるビジュアル型プログラ
ミング言語です。Android と iOS のアプリもあるので、
スマートフォンやタブレット PC で利用することも可
能です。ビスケットプログラミングコンテストでの入
選作品を遊んだり、そのロジックを見ることができる
「ビスケット パズルコレクション」というアプリも配
信中です。

Scratch（スクラッチ）
【MIT メディアラボ】
https://scratch.mit.edu
ブロック状の命令を組み合わせて命令を組んでプロ
グラムを作ることのできる教育向けのビジュアル型プ
ログラミング言語です。現在、バージョン 2.0 が基本的
に広く使われていますが、1 つ前のバージョン 1.4 であ
れば、
「メッシュ機能」の設定をすることで、
中学校技術・
家庭科（技術分野）で新たに内容に加わった「ネットワー
クを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミ
ング」の授業を展開することも可能です。2019 年 1 月
にはバージョン 3.0 が公開予定です。
また、NHK for School で「Why? プログラミング」
（http://www.nhk.or.jp/sougou/programming/）という番
組が制作されています。
Scratch は MIT メディア・ラボのライフロング・キ

プログラミン【文部科学省】
http://www.mext.go.jp/programin/
Scratch を参考に制作された、ビジュアル型プログラ
ミング言語で、簡易に扱うことができます。
※プログラミンは adobe FLASH で動作しており、サ
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ポートの終了する 2020 年以降の運用は未定です。現状
での体験には適した教材と考えられます。

プログル【特定非営利活動法人みんなのコード】
https://proguru.jp
小学校の各教科等の授業に利用できるよう、特化さ
れていることが大きな特徴のビジュアル型プログラミ
ング言語です。そのため、まず教科の授業からプログ
ラミングの体験を、と考えている先生におすすめです。
その他、小学校でのプログラミングの授業実践事例を
載せた「プロカリ」
（https://procurri.jp/）というサイト
も授業のイメージをもちやすいのではないでしょうか。

ドリトル【大阪電気通信大学兼宗研究室】
https://dolittle-es.eplang.jp
ダウンロード版：https://dolittle.eplang.jp/

なでしこ【くじらはんど】
https://nadesi.com/top/
両方とも、日本語の命令を使って、プログラムをつ
くることのできる、テキスト型プログラミング言語で
す。中学校技術で新たに内容に加わった「ネットワー
クを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミ
ング」の授業を展開することも可能です。教科書会社
などがその事例を公表しているので、WEB 上で検索す
ると、詳細を知ることができます。

Hour of Code【Code.org】
https://code.org
プログラミングの基礎について、課題をクリアして
いくことで、楽しく身に付けることのできる、様々な
コンテンツが掲載されたサイトです。皆になじみ深い
キャラクターと一緒にプログラミングを学べます。基
本を学びながら、プログラミングを覚えていきたい人
におすすめです。

ここにあるものがプログラミング教育で利用できる
全てではありませんが、ぜひ、皆さん自身がチャレン
ジしてみてください。
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学

び

の
徒然草

「心豊かに生きるために」

～つながりの哲学。
ビッグママの活動から、見えてくるもの～

ビッグママ・プロジェクト

関山さえる・千葉

薫

私の名前はビッグママ・プロジェクト。人と人
とのつながりの中で、私の個性は育まれていく。
私の活動のコンセプトは、つながりの哲学。ささ
やかだけど、役に立つこと。
例えば今、私が取り組んでいる活動の１つに、
不登校の子どもたちが通う、相談指導教室内での
「音風景ワークショップ」がある。私たちの蒔い
たワクワクの種が、子どもたちが半歩でも外に飛
び出し、他者とつながるきっかけづくりになれば
よい。
私は彼らに問うだろう。
「つながる、つながる。何がつながる？まずは、
ソロ。自分と向き合うことから見えてくるものっ
て何だろう？次に、アンサンブル。皆と奏でるこ
とによって見えてくるものとは？感じ方は自由。
人それぞれでみんな違ってよいと定義する…。」
さて、このへんで私のプロフィールを紹介する
としよう。もともと私は、小さなお母さんたちの
輪から生まれた。2001 年、セッキーこと関山さえ
るが母親有志たちとつながって、読み聞かせサー
クル「ブックママ・クラブ」を立ち上げた。市内
のとある小学校、月１回視聴覚室での活動。特徴
は、セッキーが音楽好きだったこともあり、おは
なしのバックに、ギター、キーボード、電子ドラ
ムなどの音楽を取り入れたことだ。
そこから発展して、小さなお母さんたちの輪は、
やがて垣根を越え、地域社会の人々とリンクして
いった。そう、次第に大きなお母さんたちの輪へ
と、バージョンアップしていったのだった。

元に実現化する、司令塔のカオルン。彼女は絶対
的リーダーシップで舵を取り、外交面では他者と
つながる手腕を発揮した。そして見た目は正反対
の 2 人だが、どんなデコボコ道もポジティブに突
き進むことに関してはウマが合い…。
私（ビッグママ）は、セッキー＆カオルンの他、
適材適所で活躍する仲間たちにも恵まれて、どん
どん成長していった。助成金を得てのホール公演
時代を通った後は、プレゼンを経ての相模原市協
働事業時代だった。その第１弾「絵本コンサート」
事業では、丸３年間、市内の小学校を巡回した。
そしてその後、青少年相談センターと協働の「音
風景」事業でも、また３年。…ああ、私は走馬灯
のように過ぎゆく季節の中で、なんと多くの人々
とつながって、なんと様々な経験をしたことか！
つながりといえば、人とのリンクの他に、セッ
キー＆カオルンには、アコーディオンという楽器
とのリンクがあったこともお伝えしておこう。と
りわけカオルンには。幼少時代から趣味として温
めていた音楽の眼が、ビッグママの活動をする中
で開花した。アコーディオン・コンクールで優勝
したり、アコーディオンの先生になったり。おそ
らくね、夢はいくつになっても叶う可能性があ
るってことだ。

私の名前はビッグママ・プロジェクト。
つながる、つながる。次は何につながる？
セッキー＆カオルンに背中を押されながら、ま
だまだ私は成長するみたい。それまでは実体のな
い、ただの名称だった私自身が、法の下、主体性
こうして 2005 年、私（ビッグママ・プロジェクト） を持つ箱になる予感。さてさてしからば、乞うご
は誕生した。立ち上げ初公演は、市から助成金を 期待！
得ての、杜のホールはしもと「絵本コンサート」。
そしてこの頃セッキーは、友だちつながりで、ラッ
キーにもピアノ弾きのカオルンこと千葉 薫とつ
ながった。
セッキー曰く、「カオルンと出会わなければ、
ビッグママは出来なかったに違いない」。
まさにその通り、相乗効果の出会いだった。
セッキーの２次元世界のアイデアと空想を３次
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「言葉の話」
株式会社アトゥプロダクション所属
ナレーター

服部

伴蔵門

（相模原市出身）

ナレーションを生業にしていると言葉の変遷を
目の当たりにします。言葉の変遷というよりイン
トネーションの変遷でしょうか。例えば「彼氏」
に代表されるような「平板化」がそれです。例え
ば「彼氏」といえば第一音の「か」にアクセント
がある「頭高」のイントネーションでしたが、今
ではアクセントの無い平板の発音が一般的です。
逆にアクセントの「頭高化」もよくあります。「背
景」のアクセントは、そもそも平板のアクセント
ですが、「は」いけい、と頭高で発音している方
が多いように思います。手紙の文頭につく「拝
啓」は頭高のアクセントですが、物事の後ろにあ
るものとしての「背景」は平板のアクセントが正
解です。これは同じ音の言葉との誤用を避ける為
だったのかもしれません。政治家が持論を述べる
際、強調する為に思わず第一音から強く発声して
いたのを聞いて、そのアクセントが一般化したの
ではと勝手に想像しています。しかしプロとして
放送に言葉を乗せる立場からすると、既に一般化
しているとはいえ、従来の正しいアクセントで話
すべきか、大変迷います。この辺の感覚は教室で
教える立場にある先生も同じような思いがあるの
ではないでしょうか。私などは「どっちでいきま
すぅ？」などとディレクターなりプロデューサー
なり近くの「権威」に判断を仰げますが、教壇に
立つ先生は、たまたま現代の一般化されたアクセ
ントを使ったがばかりに、「僕、将来は桝太一さ
んみたいなアナウンサーになります！」なんて夢
を抱く子どもに「イントネーションが違います！」
なんて指摘されてしまう事もあるでしょうか。
でも、大丈夫。そんな 2000 年代生まれの現代
イントネーションの申し子たちに対抗するフレー
ズがあります。それが、
「言葉は、生き物だからね。」
これです。名言っぽく言うのがモアベターです。
言い方はさておき、実際、言葉は生き物さなが
ら時代とともに変わります。お行儀としての「言
葉遣い」とは別にして、常に変わりゆく言葉を楽
しんで使うくらいの感覚が良いのではないでしょ
うか。
さて、そんな言葉を扱うナレーターは、現場に
て（録音するスタジオを「現場」と呼びます）誤

用してしまっている言葉にも出会います。
私が駆け出しの頃、スポーツドキュメンタリー
番組で大御所のナレーター K さんとご一緒する機
会がありました。ディレクターが原稿を持ってき
て K さんに手渡すと、さらっと目を通すなり「こ
れさ」と物腰柔らかく指摘されたのは「ただひた
すら」という言葉。K さんはおもむろに上着の内
ポケットから折り畳まれた A ４の紙を出し「ほ
らここ」と指さしました。それは「間違えやすい
日本語」と見出しのついた言葉のリスト。「ただ
ひたすら」これを漢字に直すと「只（ただ）只管
（ひたすら）」となるのです。つまり、同じ意味を
繰り返している元々は別々の「意味が近接する言
葉」。「頭痛が痛い」に近いのです。この時、K さ
んは「じゃ、『ただ』と『ひたすら』の間に一息
いれようか」とアイデアを出しました。ただ間違
いを指摘するだけでは角が立つ。駆け出しの私に
は正にプロの中のプロと膝を打った出来事でし
た。言葉は時として殴るよりも相手にダメージを
与えてしまうもの。私はその重要性を子どもと相
対する時、特に感じます。
家で使う言葉が子どもに与える影響。これは
日々反省で、正に言葉もありません。子どもは親
の使う言葉を使う。もし子どもが友達との関係に
悩みを持っていたら、親は自分の言葉を顧みる必
要があるかもしれません。親の言葉は子どもを通
してその友達に投げかけられ、その言葉が関係を
築いていく。
人を思いやる言葉を意識してこれからも仕事で
も家庭でも気を付けていきたいと思います。
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子どもとともにつくる
理科・総合的な学習の時間を中心とした学び

鶴の台小学校

第４学年担任

総括教諭

１

はじめに
私は平成２４年度横浜国立大学で理数系教員養成
プログラムを受講し、ＣＳＴ（コア・サイエンス・
ティーチャー）の資格認定を受けました。今回はＣ
ＳＴとしての活動と、理科・総合的な学習の時間を
中心とした学びについて紹介したいと思います。
２ 実践内容
（１）ＣＳＴとしての活動
ＣＳＴは、①地域の教員とともに、自然界から学
ぶ楽しさを伝え、理科好きの子どもを育てる ②教
員として自ら教育実践を行うとともに、理科研修会
や理科教材開発で中心的な
役割を果たす ③地域の理
科教育の質を向上させるた
めに、理科研修会や研究実
践会の支援者または講師と
して活躍することを目的と
した活動を行っています。
例えば、勤務校での研修では「月から学ぶ境界領
域」、教育センターの研修では、弥栄小学校や谷口
小学校を会場に「実験器具の安全な取り扱い、水生
生物の観察、水溶液の性質」などのテーマで講師を
務めました。
また、第４７回相模原市教育研究発表大会では「児
童の興味・関心を高める理科授業」というテーマで
発表し、神奈川ＣＳＴ協会シンポジウムでは、口頭
発表・ポスター発表に参加しました。
神奈川ＣＳＴ協会では、子ども向けの事業として
県内各地で「親子科学教室」を開催しています。相
模原市でも、平成２８年に大野北小学校においてＣ
ＳＴの高橋一幸教諭を中心とした神奈川ＣＳＴ協会
による実験教室開催を実現しました。ＣＳＴ事業に
おいては「オール神奈川」を合い言葉に、各地区で
理科教育の交流が盛んに行われています。
（２）「こだわりを追究する」学びと「境界領域」
私は平成８年に宮上小学校の総合的な学習の時間
で「境川」について指導したことをきっかけに「や
まめの人工ふ化と飼育・河川放流」の取り組みを続
けています。
子どもたちは学校の脇を流れる境川に、地域の方
の協力を得て花を植え、ゴミ拾いを続けていました。
活動をする中で、「境川はきれいになったのに生き
物が少ない」と気づきました。川の生き物を知るた
め、源流地や川の終わり江ノ島まで調査を行いまし
た。当時の宮上小学校は、学級単位で子どもととも
に課題設定を進めていたので、自分たちでアポイン

小峰

文泰

トを取ってグループで市役所に調べ学習に向かうな
ど、「自分のこだわり」を思い切り追究できる環境
にありました。その中で、都留市で養魚場を経営す
る柴崎利春氏に出会うこと
ができました。「川の魚を
増やすためにできることは
…」と悩む子どもたちは、
柴崎氏指導の下で「やまめ
の人工ふ化・飼育・放流」
に挑むことになりました。飼育は難しく１年目は全
滅し失敗しました。２年目に試行錯誤を重ねて無事
成功しました。放流地の選定にあたり都留市立東桂
小学校児童と情報交換・交流をすすめ、育てた稚魚
を電車で運び相模川上流の桂川に放流することがで
きました。
現在も柴崎氏から鶴の台小学校・理科クラブで人
工ふ化・飼育をご指導いただいています。柴崎氏は
鶴の台小学校第１期卒業生であったとのことで縁の
深さを感じます。卒業しても放流会に参加する子ど
ももいて、１６年間で１万匹以上の命を増やして川
に届け続けました。
取り組みを振り返ると、手紙やインタビュー（国
語科）、地図の読み取り（社会科）、移動手段を調べ
る（情報機器利用）、命について考える（道徳）など、
子どもたちには様々な学びがありました。課題を解
決するためには、基礎教科の学びが大切で、本質に
迫れば迫るほどそれを横断的・総合的に活用しなく
てはなりません。私は教科が複合化する場面を「境
界領域」と定義しています。教科の学びにおいても、
この領域を引き出してこそ、子どもたちが真の学び
を実感できると信じています。
３

おわりに
鶴の台小学校は「自学ノート」の取り組みを進め
ています。「自学」はまさに「境界領域」の宝庫です。
子どもたちは自分で体験したこと、見たもの、感じ
たものから興味をもって課題を設定します。理科は
目の前で起こる現象を取り扱うので多くの子が好き
です。しかし、身の回りにある自然を「理科」とし
てのみ扱うのはもったいないと思います。自然をよ
く見て深めて学んでいけば、他教科にも自然と学び
は広がっていきます。空を見上げて雲・空・月・星・
宇宙…、地面の先はどうなっているか、動物の生態、
植物の生きる工夫…、自然はたくさんのことを教え
てくれています。理科はその入り口。今後も自然を
愛し、自然から学ぶ子どもたちと、共に学び続けて
いきたいと思います。
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個に応じた支援体制の確立
新宿小学校

特別支援学級担任

教諭

１

はじめに
新宿小学校には、サポートルーム級という自閉症・
情緒障害、知的障害、病弱・身体虚弱の特別支援学
級があります。このクラスに在籍する子ども全員が
ホームクラス（通常の学級）で交流しています。交
流する教科や内容は個別に対応していますが、基本
的にはホームクラスで一日の学校生活を過ごし、国
語・算数はサポートルーム級で個別学習をしていま
す。日頃からホームクラス担任とサポートルーム
級担任が密に連携をとり、支援方法を相談し、チー
ムで支援体制がとれるような学級経営を行っていま
す。
２ 実践内容
（１）インクルーシブな学級づくり
ホームクラスにおいて、授業内容によってはサ
ポートルーム級担任や介助員がホームクラスに入っ
て支援を行っています。サポートルーム級担任等は、
普段から日常的に教室に出入りしているので、ホー
ムクラスの子どもたちにとっても違和感はなく、気
軽に支援を求めてきます。サポートルーム級の子ど
もへの支援が、すべての子どもへのユニバーサルな
教室環境をつくるきっかけにもなっています。
ホームクラスにサポートルーム級の子どもがいる
ことを、ほかの子どもたちが喜んでくれたり、ホー
ムクラス担任も、全員の子どもの支援をサポート
ルーム級担任とチームでしたりするなど、双方が
Win-Win な関係になるように考えて支援を行ってい
ます。

原

知継

を設定することで、解決の見通しや振り返りを表現
できる力が少しずつ育ってきました。自分のめあて
に向かって主体的に取り組む活動を積み重ねること
で、
「主体性」のベースが築けています。さらに、そ
の中で仲間とのかかわり合いや、協力しながら「協
働性」を育む活動に重きをおいて取り組んでいます。

（３）ユニバーサルな教室環境
本学級児童の実態として、「時間の切り替えへの
対処の弱さ」が課題にあげられます。そこで、視覚
的に「時間の区切り」を明確に提示しています。学
習の終了時間が分からないと、児童は活動がいつま
で続くのか先が見えずに、集中力が欠けたり、時間
を計画的に使えなくなったりします。そして、学習
を頑張った後には、ごほうびの時間「ゆったりタイ
ム」を設定して、児童がリラックスできる時間も大
切にしています。

（２）にこにこタイム
２年前より、サポートルーム級児童による小集団
活動の時間（にこにこタイム）を週に１回設定して
います。この活動は、生活体験や行動を広げること
による、新しい生活パターンや円滑なコミュニケー
ション能力の習得をねらいとしています。

にこにこタイムでは、校内研究と絡めて「主体性」
と「協働性」を養うことを大きな目標としています。
活動をしていく中で、子どもたちが各々の学習課題



３

おわりに
以上のような実践を通して、特別支援学級の子ど
もたちには、将来自立し社会参加するために必要な
力を培ってほしいと考えています。障害のある子ど
もたちへの支援にとどまらず、通常の学級の教育的
ニーズのある子にも応じた支援を推進できるよう
に、日々の教育活動に取り組んでいます。

ǘƨƠƷȯȳȝǤȳȈ
道徳教育推進教師になって
中央中学校

第３学年担任

教諭

１

塩澤

なごみ

はじめに
それぞれ内容項目が指定されている。その内容項目
道徳教育推進教師になって２年目を迎えた。その を９人で割り振り、各自が担当する内容項目に関す
役割には、指導計画の作成に関すること、道徳の時 る授業を行っている。教科の授業を担当していない
間の充実や指導体制に関すること、研修の充実に関 学級にも入ることができ、学級担任は自分の学級を
すること、評価に関することなど多数ある。ここで 客観的に観ることができると共に、他の道徳の授業
は、この１年半の間に、道徳教育推進教師として取 を観て学ぶことができている。
り組んできたことを簡単に紹介する。
（４）校内研修の実施
来年度より「特別の教科 道徳」の実施が始まる。
２ 実践内容
職員の一番の不安は「評価」についてである。職員
（１）別葉、年間計画の作成
の不安を取り除き、学校全体が同じ方向性、同じ理
①別葉
解をするためにも、全体での研修が必要と考え、８
学習指導要領に「学校における道徳教育は学校 月に指導主事を招いて研修会を実施した。内容は以
の教育活動全体を通じて行う」とある。道徳の時 下の通りである。
間だけではなく、各教科、学級活動、総合的な学 ①これからの道徳教育の伝達
習の時間などにおいても、道徳教育の充実を図る ②評価のポイント
ことが大切である。各教科の年間計画とは別に、
・生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子をみ
それぞれの教科、特別活動などを一覧にした別葉
る。
の作成により、互いに道徳教育を意識できる。本
・個別の内容項目の評価はしない。
校では、毎年夏季休業中に各教科等の別葉の見直
・特に顕著と認められる具体的な状況を記述する。
し、訂正を行っている。
など
②年間計画
③評価の検討（４人の班で行った。）
年間３５時間の授業を継続的に行うことを、職
・演習資料（指導主事より）
員一人ひとりが意識できるように、年間計画の中
・評価文集（夏休み前半に学級担任が各学級１名
に時数、４つの視点、内容項目、使用教材を明記
の生徒の評価を行った。）
した。それにより、学校祭に向けた活動の際に天 職員からは「自分の道徳を見直そうと思った」「根
候等により授業変更があった場合でも、何回目の 拠や具体例をみとるための視点が学べた」などの声
道徳と入れ替えたかがわかりやすくなる。また、 が聞かれ、有意義な時間となった。
学校教育目標に関係する内容項目の時数を多く （５）その他
し、道徳の時間を通して、学校全体で生徒の道徳
道徳教育推進教師研修講座で「道徳は学級経営が
性の育成を目指している。
大切である」と学んだ。教室は自分の考えを言葉で
（２）ワークシートの統一
表現できる空間でなければならない。本校では各学
今年度より、校内全学級統一
級担任が、それぞれ工夫して、教室が自分の居場所
の「振り返りノート」を作成し、
であると思える、安心して発言できる学級作りを
活用している。学校教育目標の
行っている。私の学級では、「素直・感謝・思いやり」
言葉について、どのようにとら
「挨拶・教室整備・身だしなみ」
えているかを年に４回、自由に
を掲げ、互いを思いやり、各自
記入している。毎週の道徳では、生徒の気付きや気 の役割に責任をもって取り組み、
持ちの変化などを記入するとともに、自己の本時の 落ち着いて授業が受けられる教
取り組み姿勢の振り返りをしている。これにより、 室環境や雰囲気作りを日々行っ
学習状況や道徳性に係る成長の一部分を継続的に把 ている。さらに、道徳の流れを確立し、安心して発
握することができると考えている。ローテーション 言できることが習慣化されることを目指している。
授業の際にも、このノートを活用している。
（３）ローテーション授業の推進
３ おわりに
年間３５時間の計画には、ローテーション授業を
「特別の教科 道徳」になるとはいえ、子どもた
組み込んでいる。例えば、第３学年（６学級）は学 ちの道徳性を育む授業を展開する点では目指すとこ
年主任を含め９人の職員で構成されている。９人が ろは今までと変わりない。評価のための授業になら
全学級で交代で授業を行い、その９回の授業には、 ないように注意しなければならないと感じている。
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体感して考える
相陽中学校

第１学年担任

教諭

１

はじめに
多くの生徒は「美術」の授業に対して、作品を制
作したり鑑賞することを学ぶ、というイメージを
もっているのではないだろうか。しかし、
「美術」の
授業で育てることができる力の中で重要なことは、
作品に限らず多くのモノやコトから、思いや願いを
感じ取ることができるようになる、ということだと
考える。そのため、様々な活動を通して「美術」の
価値を感じさせたいと思っている。
そのための手立てとして「キッズゲルニカプロ
ジェクト」に取り組むことにした。
「キッズゲルニカ」
とは、パブロ・ピカソが描いた「ゲルニカ」と同じ
サイズ（3.5m × 7.8m）のキャンバスに、子どもた
ちが平和への願いを込めて絵を描く、「キッズゲル
ニカ国際子ども平和壁画制作プロジェクト」で制作
される作品である。
本校では３年次の修学旅行で京都・広島に行くこ
とが決まっており、それに向けて学年では３年間を
見通して「平和学習」を進めていた。そこで、美術
の授業と総合的な学習の時間の双方から、学びを深
めたいと考えた。
２ 実践内容
（１）授業「ゲルニカ」の鑑賞（１時間）
３年次の６月８日～１０日の修学旅行へ向けて制
作を進めるため、２年次から準備を始めた。
まずはピカソの描いた「ゲルニカ」を鑑賞する。
『ゲ
ルニカ－ピカソ、故国への愛』（冨山房インターナ
ショナル）という絵本を見せながら、ゲルニカでの
空爆の様子を朗読した。
次に、「ゲルニカ」の一部を線画にしたプリント
を準備し、「白黒のゲルニカに色をつけるとしたら」
と投げかけた。生徒は自分なりのイメージを持って
色鉛筆で色を塗った。「怖かったと思うから、青ざ
めた顔にした」「爆撃で家などが燃えたと思うから
この色にした」など、生徒は具体的なイメージを持っ
て作品を鑑賞した。
ゲルニカの背景を知ったうえで、授業の終わりに、
「キッズゲルニカプロジェクト」を紹介し、修学旅
行に向けて制作することを伝えた。
（２）アイディアスケッチの募集と「キッズゲルニ
カプロジェクト制作チーム」
「キッズゲルニカ」のアイディアスケッチは、授
業外でプリントを配付して取り組ませた。さらに、
有志の「キッズゲルニカプロジェクトチーム」を結
成し、春休みの間に「平和にするってどういうこと
だ」と話し合い、スケッチを重ねながらアイディア

大橋

佳子

スケッチを完成させ、キッズゲルニカ専用の巨大な
布キャンバスに下書きをした。
（３）授業「キッズゲルニカ」の制作（２時間）
３年次のゴールデンウィーク明けから、授業の中
で制作に取り組んだ。美術室いっぱいに広げられた
キッズゲルニカのキャンバスに子どもたちは歓声を
あげた。すでにキャンバスに下書きはされているた
め着彩のみを行うが、スムーズに制作するため描か
れているパーツごとに６グループに分け、生活班で
分担をした。また、全員が役割を持って取り組める
ように、
「リーダー」「色作り」「着彩」のいずれかを
担当させた。各班には①カラーのアイディアスケッ
チ②連絡シート（各組の班が次のクラスの班に指示
を出すためのシート）を配付した。
初めはとにかく巨大なキャンバスに色を塗ってい
くという状態だが、進むにつれ全体のバランスを考
え始める。大きな一つの作品として、班の中でまた
班を越えて、そして連絡シートを活用してクラスを
越えてコミュニケーションを取りながら制作を進め
るようになった。２時間しかない制作時間でも、一
学年８クラスのため、次の週に授業に来ると、大き
く変化している様子が、「みんなで協力するとこん
なこともできるんだ」という意識を高め、制作に取
り組む責任感も増しているようだった。普段、美術
に苦手意識を持っている生徒も積極的に取り組む様
子が多くみられた。
制作を終えたところで、授業を通してどのような
ことを考えたのかを聞いてみた。鑑賞した作品に込
められた強い思いを感じ取り、その力を伝えるとい
うことを、体感したようだった。
修学旅行当日、作品は、広島の平和記念ホールに
展示した。そして、その作品の前で「HEIWAの鐘」、
「ヒロシマのある国で」という合唱曲を歌った。子
どもたちも、自分たちでつくりあげた作品に誇りを
もっている様子であった。
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３

おわりに
今回の取り組みを通して、限られた時間の中でも、
他教科との連携や、学年の協力により、学びを深め
るきっかけをつくることができると感じた。今後も
３年間の中で「どのよ
うな生徒を育てたい
か」、見通しをもって
題材を計画し、学校だ
からこそできる体験や
学びをさせていきたい
と思っている。

教育研究員研究

効果的なＯＪＴの具体的な方策に関わる研究
教育研究員

平本

彰（淵野辺小学校）

中澤

美乃（相模川自然の村野外体験教室）

全国的に教員の世代交代が進んでおり、本市におい
ても、毎年、ほとんどの学校に初任者が着任していま
す。学校の教育活動を子どもたちにとって質の高いも
のにするためには、教員一人ひとりが力を高め、学校
組織力を高めていくことが求められます。
多忙な学校現場の現状を考え、改まった場ではなく
日々の業務の関わりからＯＪＴ ＊1 により人材育成を
図っていくことが望ましいと考えました。そこで、私
たちは学校全体を捉える視野が広がってくる時期であ
る、ミドルリーダー＊2 の働きに着目することが効果的
であると考え、平成２９年度から２年間研究を進めて
きました。

＊1

ＯＪＴとは・・・？

On the job training の略。学校においては、
「学校内における職務全体を通して人材育成
をしていくこと」を指す。

研究課題を焦点化するために

＊2

人材育成を活性化させるために、ミドルリーダーが
さらなる成長を期待される教員（以下、対象者）にど
うアプローチすることが適切かを把握するために、研
究員自身を調査対象として、予備調査を行いました。
①ＯＪＴを推進するにあたって、ミドルリーダーである
研究員自身が「気になったこと」を洗い出し、分析
②研究協議を行い、どのように対象者へ働きかけてい
けばよいか、「効果的なＯＪＴのあり方」を模索

ミドルリーダーとは・・・？

「経験年数の浅い教員とベテラン教員、管理
職との間を取り持ちながら、学校運営の中
核を担う役割を果たす中堅教員」を指す。

具体的な場面を通して
・学級経営・児童生徒指導・学年行事
・学校行事・校内研究の推進

効果的なＯＪＴのあり方について、ミドルリーダーの働きかけ
「３ステップ」が見えてきました。

STEP2 つなぐ
STEP1 つかむ
①対象者との関係性を
俯瞰し、把握する
ミドルリーダーは、対象者
の現状を把握し、その人の
特性からどのような働きか
けができるかを考え、見通
しをもつ。

②対象者が成長する
関係性をつくる
ミドルリーダーは、対象者
の内面に響く働きかけをめ
ざし、成長につながる「ヒ
ト・モノ・コト」と対象者
との関係性をつくる。
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STEP3 ほめる
③対象者が自身の成長
に気付けるような
働きかけをする
ミドルリーダーが対象者の
強みを価値付けることで、
対象者自身が経験から学ん
だことに気付けるよう、内
省を促す。

学校におけるＯＪＴの実際～校内研究を通して～

事例１：校内研究を通した授業力向上のためのＯＪＴ
ＯＪＴ対象者：校内の教師全員
ＯＪＴのステップ
つかむ →教師の校内研究に向かう意識や授業力
などを把握し、研究計画を立てる
校内研究と聞くと負担に感じる教師も見受けられ、日々の授業
では教え込み型になってしまう姿も見られました。教師の負担感
を減らしながらも、子どもたちの気付きを引き出す授業をめざし、校内研究の枠組みを工夫しま
した。例えば、１人年間１回の授業公開（学年内公開）や年間６回の授業参観、小グループでの
協議における輪番制の司会、参加型のワークショップなどが挙げられます。
STEP １

STEP ２

つなぐ →同学年の教師・専門性の高い教師・外部講師などとつなぐ

「授業公開に向けて、同学年の教師で授業をつくる」「参観した授業について協議する」という
ように、若手・中堅・ベテランと経験の違う教師が協働することで、授業力や児童を見取る力を
伸ばしました。専門性の高い教師からのアドバイスや外部講師からの指導も、授業についての認
識を深める機会になりました。
STEP ３

ほめる →成果などを価値付け、ＯＪＴ対象者の内省を促す

授業者には活躍していた児童の姿や授業のよさなどを、参観者には協議での鋭い視点の意見な
どを価値付けるようにしました。授業者も参観者も自身の気付きを振り返る時間を授業研究会後
に設定したことで、授業力向上の学びが蓄積されるようになりました。こうしたサイクルの積み
重ねが、日々の授業にいかされるようになりました。

ＯＪＴの要素：対象者の内省を促し、役割を任せる

・

対象者が発信する場をつくる

事例２：校内研究副主任へのＯＪＴ
ＯＪＴ対象者：校内研究副主任
ＯＪＴのステップ
つかむ →対象者の授業力や校務分掌の遂行力などを
つかみ、見通しを立てる
本校に異動してきたＡ教諭へのＯＪＴを試みることにしました。
日々の様子を観察し、特長をつかむことから始めました。児童の
発言を引き出すよさや、教科主任としての丁寧な仕事ぶりが目を引きました。さらなる成長をめ
ざし、児童の発言をつなぐ授業をめざすよう声をかけたり、研究副主任の仕事において、専門部
のリーダーとして発信する機会を設定したりしました。
STEP １

STEP ２

つなぐ →研究推進委員・先進校への視察・外部講師・管理職などとつなぐ

専門部のリーダーとして、自身の経験を全体に向けて話したり、同僚の実践を紹介したりと、
校内研究を推進する姿が見られるようになりました。また、先進校への視察を勧めたところ、意
気込んで参加し、実践例を校内に広めました。本校の研究発表会では授業者として教材研究を重
ね、深い学びが生まれる授業になりました。
STEP ３

ほめる →授業の強みや発信力などを価値付け、ＯＪＴ対象者の内省を促す

児童の発言をつなぐ授業のよさや専門部を推進していることを価値付けました。何よりも授業
公開の様子を外部講師に認められ、Ａ教諭は自信を深めました。若手教師にＡ教諭の授業のよさ
を伝えたところ、授業づくりについてＡ教諭に相談するようになりました。Ａ教諭から若手教師
へとＯＪＴが広がりをみせました。

ＯＪＴの要素：対象者に役割を任せる

・
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前号を読んで
前号を読んで

『一人ひとりを大切にする教育活動』

上溝小学校

伊藤

恵

教諭

今年度より児童支援専任教諭となり、これまでとは違った目線で児童の様子の把握に努める
ようになりました。どうやら朝からきょうだい（もしくは親子）喧嘩をしてきたらしくいらだっ
ている子。友達との関わりの中で心配なことがあり、教室へ入ることに不安を訴える子。前の
晩にゲームを長時間してしまい、適切な睡眠をとれておらず、気力の出ない子。教室で見えて
いるのはわずかな部分ですが、「うまくいかなさ」を背負って登校してきている子が多いこと
に気付かされたこの数か月でした。
前号の特集において、そういった、学校だけでは「見えにくい部分」でもある家庭の状況や、
その状況が子どもに及ぼす影響などが取り上げられていました。私たちはそういった背景を含
めて子どもたちに寄り添い、成長を支える関わりが必要なのだと改めて感じます。また、資料
として提示されていた『子どもの貧困対策に関する大綱』では、「全ての子どもたちが夢と希
望を持って成長していける社会の実現」に向けて、学校教育でも取り組むべきことが示されて
います。社会の中での学校の役割について理解し、子どもたちを丁寧に見取りながら教育活動
を展開していくことが必要であると考えました。そのためにも、子どもたちが登校して「今日
やってみて良かったな！」「明日も頑張ってみよう！」と日々思えるような教育活動を私たち
教職員が展開していくことが必要なのだと考えます。本校でも、校内研究で取り組んでいる算
数科を中心に、子どもたちの問いや思考を活かした授業展開をしていこうと日々試行錯誤して
います。また、異学年による清掃活動を含めた特別活動の取組も根付いてきたところです。様々
なものを抱えながら頑張る子どもたちが、未来に向けて夢や希望を思い描けるよう、これから
も一人ひとりを大切にする教育活動を通して支援していきたいと思います。

『一人ひとりが大切にされる教育』

若草小学校

長友

広成

総括教諭

野村教育長の話の中の「一番大事なのは子どもたちへの愛情ですが、特に若い先生方はさら
に多くのことを吸収して、子どもたちに語れる、伝えられる教師になっていただきたい」とい
うお話にとても共感が持てました。いつまでも自分が若いと思っていましたが、もう伝える立
場になっていることを再認識することができました。また、子どもへの愛情を持ち続けながら
教育活動に関わっていけたらと思うことができました。
また、「３つの貧困」（①「経済的な貧困」、②「情報の貧困」（自分の進路を描く上で必要な
社会的な常識や専門的な知識の欠如）、③「人間関係の貧困」（周囲に将来のモデルとなる大人
がいないこと））の中の、「情報の貧困」や「人間関係の貧困」については、学校の中でも改善
に向けて努力できるところだと考えています。教職員がそれぞれの子どもに寄り添って関わっ
ていき、子どもたちの生活環境、学習環境などを向上させていきたいと思いました。
また、Part2 の「気になる子どもの背景には何があるでしょう？」について、目に見える背
景もありますが、目に見えてこない家庭環境、人間関係なども私たち教員がしっかりとフォロー
していき、子どもの成長を見守っていくことが大切だと感じました。貧困の連鎖を繰り返さな
いような支援や取組を、学校だけでなく地域、行政などと協力して改善に向けて進めていかな
くては、子どもたちの学力や自尊感情の向上につながらないと実感しました。
家庭環境で教育機会の格差が起きないよう、子どもたちと関わっていけるように、これから
も私たち教員が努力し続ける必要性を感じることができました。

38

No.163
No.162

一人ひとりが大切にされる教育

『保障し、引き出すために』

上鶴間中学校

山中

心太

教諭

教育現場に立って１０年以上が経ち、本当に色々な生徒との出会いがありました。短い経験
の中ですが、教師として自分の役割とは、「子どもの可能性を引き出すこと」だと信じて生徒
と接することを心がけていました。しかし、ある生徒との出会いがその価値観を大きく揺るが
せました。
「私なんて…親なんて…」
今思うとあれが、その生徒なりのサインだったように思います。その生徒は、授業中に集中
力を欠くようになり、ぼーっとしていることが多くなりました。言葉の端々に自己を否定する
ような、親を否定するような言葉が見られるようになりました。最終的には学校に来ることも
できなくなったその生徒に対して家庭訪問等を続けましたが、根本的な問題解決には至らない
まま、その生徒は卒業していきました。家庭に大きな問題を抱え、生活することでさえ、精一
杯だったその生徒に今でも担任として、他に何ができたのか考え込んでしまうことがあります。
その出会いを通して、可能性が「保障」されなければ「引き出す」ことが出来ないというこ
とに気付かされました。
前号の特集の「自尊感情と学力は相関関係にある」ことを示すデータを見て、まずは自尊感
情を持てるような環境作りをしていかなくてはいけないと改めて感じました。相模原市の取り
組み（給付型奨学金制度、中学生勉強会や無料塾等）にもあるように「教育」と「福祉」の連
携を図り、未来を担う子どもの「学力」「環境」を保障することが大切です。だからこそ自ら
発信し、連携を図り、まずは子どものチャンスを保障し、引き出していけるような教師であり
続けたいと思います。

『すべての子どもや若者の明るい未来をめざして』 中野中学校

玉津

直子

総括教諭

「一人ひとりが大切にされる教育」について、子どもをとりまく現状と相模原市の取り組み
を特集した前号には、共感する部分がたくさんありました。「子どもの貧困」
「食生活の偏り」
「自
尊感情の低下」
「不登校」など、家庭環境が子どもに多くの影響を及ぼしており、将来を諦め「貧
困の連鎖」が繰り返されているという言葉がとても印象に残っています。
私たちは、家庭環境に課題のある子どもたちに対して何ができるのかを日々考え、実践して
います。子どもの気持ちを受けとめること、家庭訪問などを重ね保護者に理解してもらうこと、
クラスに居場所をつくることなど、その子にふさわしい方法は何かを模索しながら力を注いで
います。ただその一方で、学校の取り組みだけでは改善は難しく、解決に時間が必要なことも
痛感しています。
前号を読んで、相模原市では教育局やこども若者未来局、社会福祉協議会、無料塾など、学
習支援を実施している団体が集まり、情報交換会を開き、組織的な連携を始めていることを知
りました。また、貧困の連鎖を断ち切るためには、家庭環境の改善や子どもの保護だけではな
く、子どもが「自分自身で未来を切り開く力」を身につけることが重要だと気付かされました。
これからも基礎学力を保障し、自信をもち、自分の未来のために努力できるように支援してい
きたいと思います。そして、これからも学校・行政・地域などの情報連携が密になり、相模原
市の子どもを見守る体制づくりが進むことを願っています。
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一六二
一六一
一六〇
一五九
一五八
一五七

～子どもを取り巻く状況から考える～

一人ひとりが大切にされる教育

ラ
･ ーニングを探る

～ 資 質 ・ 能 力 を は ぐ く む 授 業 づ く り～

アクティブ

～ Ｉ Ｃ Ｔ の 利 活 用 で 変 わ る 学 び と 変 わ ら な い 学 び を 探 る～

教 室 の Ｉ Ｃ Ｔ化 で 『 学 び 』 は ど う 変 わ る か
～その授業づくりに向けて～

学びを実感

～子どもたちの人間関係は今！～

生活体験調査から見える姿

～授業デザイン力を高める校内研究～

『確かな学力』を育む
～認め合い、支え合う学級づくり～

平成二十九年十二月

平成二十八年十二月

平成二十八年三月

平成二十七年九月

平成二十七年三月

平成二十六年九月

平成二十六年三月

平成二十五年九月

共に学び共に育つための支援教育

一五五 さがみはら教育のよさとは

平成二十五年三月

一五六

一五四 情報活用の実践力を育む

平成二十四年九月

平成二十四年三月

一五三 『学校と地域の連携・協働』は今！
～遊びと人間関係づくり～

子どもの遊びを考える

平成二十三年七月

一五二

一五一 進め！言語活動

発行年月

平成二十年七月

平成二十一年三月

平成二十一年七月

平成二十二年三月

平成二十二年七月

平成二十三年三月

特集の内容

豊かな人間関係づくりをめざして

～「伝え合うこと」の視点から～

Ｉ Ｃ Ｔ時 代 の 子 ど も た ち

～携帯電話の利用実態から～

新学習指導要領への対応

～その課題と展望～

子どもの『やる気』を引き出す

～ や る 気 ス イ ッ チ Ｏ Ｎ～

『さがみはら教育』の継承と発展

～今こそ、教育の夢を語ろう～

一五〇 学校の情報化を考える
一四九
一四八
一四七
一四六
一四五

号数
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特集「始まるよ！プログラミング教育」いかがだったでしょうか。
今、未来は予測不能といわれています。
昔、技術（テクノロジー）の発達はゆっくりでした。例えば、エネルギーを利用して
機械を動かす技術は、家畜や水車の利用から原動機の発明まで、数千年の時を経ました。
しかし、現代に近づくにつれ、その速度は指数関数的に上がり、技術の発展に人間の予測
が追い付かなくなっています。
技術は社会を変えます。例えば、原動機の発明は、工場生産の在り方を変えると同時に、
大量の失業者を生みました。コンピュータやインターネットは、国家間の情報の交流を容
易にし、多様な価値観を得られますが、各国の思想や文化を揺るがす出来事も引き起こし
ています。
技術の発展が予測不能であることが、未来の社会を予測不能で不安なものにしていると
考えられます。では、そのような未来に生きる子どもたちに必要な力とはどのようなもの
なのでしょう。
それは、予測不能な未来に対して受け身で過ごしていく対処の力ではなく、誰もが住み
よい社会をつくっていこうとする、クリエイティブな力ではないでしょうか。プログラミ
ング教育は、最新の技術を創造的に活用する、未来の大人に必要な力を育てる教育なので
す。
本書が、その教育推進のための一助となることを願っております。

ホームページアドレス
http://www.sagamihara-kng.ed.jp
Ｅメールアドレス
sec@sagamihara-kng.ed.jp
※本冊子の無断引用・転載・複写を禁じます。
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