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本研究では，小学校 6 年生算数「データの活用」領域のプログラミング教育について，研究
者，授業者，企業関係の三者の協働で授業デザインを協議し，教育実践を行った．本研究の目
的は，
「教育課程上でプログラミング教育を実施する過程で生じる課題を抽出すること」
「プロ
グラミングツール活用に対する教育的意義について探索的に検討すること」であった．教師の
課題感としては，
「プログラミング教育の意義が教員間で十分認識でないこと」
「ツール活用の
判断が難しいこと」「他教科との関連でのプログラミング教育の位置づけの難しさ」が挙げら
れた．授業実践では，授業準備への負担や機器操作対応への不安感はあるが，モデル指導案や
スライド等の教材を活用することで負担感の軽減につながることが示唆された．
キーワード：プログラミング教育，カリキュラム・マネジメント，授業デザイン，校外連携

1. 問題と目的
学校教育現場では，2020 年度からの小学校学習指導
要領改訂に伴い，
「特別の教科道徳」
，
「外国語教育の一
層の推進」
，
「プログラミング教育の導入」等について，
様々な取組みや実践が展開されている．小学校プログ
ラミング教育では，
「情報活用能力」の育成，
「ICT を
適切に活用した学習活動の充実」を目指し，教科・学
年・単元に限定されることなく，カリキュラム・マネ
ジメントの観点から教育課程全体に適切に位置付ける
ことが期待されている（文部科学省 2020）
．子ども向
けプログラミング言語「Scratch」
「Viscuit」等を活用
した学習教材開発が進み，学習コンテンツも充実して
いる（文部科学省 2019）
．プログラミング教育の実践
事例や教育的意義についても研究が蓄積されている
（例えば，甲村 2020, 山本ら 2016）
．
一方で，日本の教師の労働時間に象徴される働き方
や多忙感の増大は恒常的な課題である．そのため，学
校内の限られたリソースでプログラミング教育の学習
コンテンツを活用して，教育実践を展開していくこと
には様々な制約もあると推察される．こうした課題を
踏まえると，教師がモチベーションを維持しながら，
プログラミング教育等の新たな実践に取組むには，学

校内外の組織的連携による取組みの充実も求められる．
小学校段階のプログラミングに関する活動は，教育課
程の内外で実施するものに大別され，さらに「学習指
導要領で例示される単元等で実施する段階」から「学
校外でのプログラミング機会」まで 6 段階の実施レベ
ルに分類される．本研究では，この分類のうち「教育
課程内で実施するもの」に焦点化する．教育課程内で
のプログラミング教育実施には，他教科との関連性を
考慮し，限られた時間のなかで教育を実施する必要性
が包含されるため，カリキュラム・マネジメントの観
点からも学校現場で検討ニーズが高いと考えられる．
そこで，本研究では，新学習指導要領小学校 6 年生
算数「データの活用」領域を対象に，学校内外の組織
的連携による実践事例の報告を通して，プログラミン
グ教育に対する教育現場の実践上の課題について考察
する．具体的には，以下の２つを研究の目的とする．
１つは，校内外の組織的連携によるプログラミング教
育の検討プロセスを通して，教育現場の視点から教育
課程に位置付ける上で生じうる課題を抽出することで
ある．もう１つは，児童対象の授業評価アンケートか
らプログラミングツール活用の教育的意義について探
索的に検討することである．
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2. 方法
2.1. 授業実践，調査対象者
小学校６年生１学級 33 名で，授業実践に参加した児
童は 32 名（男児 15 名，女児 17 名）であった（１人
１台タブレット端末が利用可能）
．授業者（第二筆者）
は，教歴 18 年で学級担任であった．
2.2. 研究体制，実施期間
本研究では，研究者（第一筆者）
，授業者，企業関係
者（第三～第五筆者）の三者関係で授業デザイン，授
業実践，児童への授業評価アンケートを計画した．教
育実践に向けた検討期間は 2019 年８月～12 月で，授
業実践は 2019 年 11 月であった．
2.3. 使用教材
「データをめぐる謎を探れ！
（企業教育研究会 2019）
」
を教材として使用した．本教材は小学校６年生算数科
「データの活用」における「代表値」
「柱状グラフ（ヒ
ストグラム）
」を動画ストーリーに沿って学習を進める
ことができる教材である．また，学習ではデータ分析
ツール「K3Tunnel（ケイサントンネル）
（2019）
」を
使用して授業実践を行った．モデル指導案，スライド，
ワークシート等は WEB 上で公開されている．
2.4. 手続き
研究目的に基づき，以下の手続きで進めた．
I. 三者間での授業設計協議（2019 年８月）
（協議
後に指導案検討・作成，授業実践後のアンケー
ト評価項目の検討）
II. 指導案を基に授業実践（2019 年 11 月 26 日）
III. 授業実践後のアンケート（2019 年 11~12 月）
2.5. 授業評価のためのアンケート項目
授業実践後に以下の項目でアンケートを実施した．
授業進行場面に応じて「面白かった場面」
，
「難しいと
感じた場面」の選択（複数選択可）
，プログラミング教
育全般に関して児童の考えを尋ねる５項目の質問項目
（表３参照，５件法「あてはまる」～「あてはまらな
い」
）
，
「今回の勉強についてあなたが感じたこと（感想）
を自由に書いてください（自由記述）
」
「今回の授業で
学んだ内容を，授業以外のどのような場面で活かせる
と思いますか（自由記述）
」であった．
3. 結果と考察
3.1. 授業設計協議結果（2019 年８月７日）（手続きⅠ）
授業設計にあたり，研究者，授業者と同僚教員２名
（算数，IT 担当）
，企業関係者４名の合計８名で３時
間程度の事前協議を行った．協議内容はビデオ撮影，

音声収録し，内容をテキスト化した．協議事項は「①
教材のデモンストレーションを踏まえた現場での課題
感」
「②授業実践に向けた指導案検討」の２点であった．
協議事項①では，第三筆者による教材デモを受けて，
教育現場でのプログラミング教育に対する教師の実感
について意見交換がなされた（斜体表記は教師の具体
的発言）
．教育現場の課題感として「プログラミングで

やるとどういうよさがあるのかということを教師自身
があまり分かっていない」
「ツールで何を使ったらいい
のかというところもあまり情報を持っていないという
のが現状かな」
「算数の事例があるんです。正多角形の
作図とかそういうものは使ったほうが便利かなと思う
んですが，アナログでやるよりもコンピュータを用い
てやったほうがよりいいんだ，という視点で教材研究
をするのは難しいなと自分では感じています」等の発
言があった．このことから，コンピュータやツール操
作を含むプログラミング教育を個人で実践することに
対する心理的障壁や教材研究に関する潜在的な課題感
があることが推察される．一方で「
（IT ツールで）適

切に子どもの記録をためたり，動画を提示するにもそ
うだし，使っているので，ものがあることと、そのよ
さが使ってもらって分かっていることがたぶん一番温
度差を埋める大事なところなのかなと思いながらやっ
てきました。
」という発言から，実際の経験を通してツ
ールの良さを実感することが教師の心理的障壁を低減
させることにつながる可能性もある．プログラミング
操作を含んだ学習活動が児童にとって意義のある活動
として評価されることを教師が認識することで，教育
現場でのツール活用の意義やプログラミング教育に主
体的に関わる契機になるのではないかと推察される．
協議事項②では，本時の指導案作成に向けた授業の
ねらい，実施体制について議論を行った．授業のねら
いに関連して，
「学習内容（データの活用領域）に関す
る知識の理解を他教科との関連でどのように指導する
か」が課題としてあげられた。
「決められた時数のなか

で，その時間がどこに位置づくのか？というところは
しっかり説明できないと駄目だと思う」
「データの活用
という算数の文脈の中にインプットを位置付けてしま
うという選択。家庭科の「買い物」という文脈にイン
プットを入れてしまうこともあるかもしれない。
」とい
う発言があり，プログラミングツール活用の前に，単
元導入部での児童に対する学習課題の提示方法に関す
る課題が抽出された．本研究ではプログラミングのツ
ール活用において，児童の評価から教育的意義を検討
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することを目的としていることから，データ活用の導
入部にあたる「ヒストグラム」の理解については前時
に実施することとなり，本時では「与えられたデータ
を用いてツールを活用しながらプログラミングに親し
む」ことを主目標とした．対象となる学習領域が新学
習指導要領で追加される内容であること，プログラミ
ング操作に時間を要することから，モデル指導案（45
分×２授業）を基に 60 分間の授業案に再構成すること
となった．本時の実施体制は，今後の学校現場での継
続的なプログラミング教育の実践を目指すことを視野
に，第二筆者が主体で行うことした．ただし，情報機
器の操作対応の負担を軽減するため，プログラミング
操作場面のみ，第三筆者，第四筆者，第五筆者がサポ
ートを必要とする児童に対応することとなった．
以上の議論を踏まえ，授業実践時期までに授業者と
研究者で指導案を検討・調整することとなった．授業
評価のための児童用アンケートは第一筆者が中心に作
成し，三者間で項目の点検，修正を行うこととなった．

場面を検討するため，児童の印象について「面白い」
「難
しい」の選択肢を用意し，該当する場面をチェックし
てもらった（表 2）
．その結果，
「面白い」と感じた場
面の児童の割合が比較的高い場面は，場面④34.78％，
場面②28.99％，場面⑤34.64％であった．場面②は，
学習内容の領域が未習事項であったが，動画と講義形
式での説明で，児童の興味関心が高まった可能性があ
る．場面④は「面白い」
「難しい」両方を選択した児童
は 15 名であったため，プログラミング体験が「面白い」
と「難しい」の両方の印象を抱いた児童の存在が確認
できた．場面⑤は，プログラミング操作で描いたヒス
トグラム，代表値をもとに意思決定する学習場面であ
った．
「面白い」
「難しい」両方を選択した児童は 5 名
で場面④よりも少ないことから，データを根拠に結論
を導く学習プロセスに興味が高まる児童と難しさを児
童に分かれることも示唆される．
3.3.2. プログラミング教育全般への児童の認識と性差
児童の認識を尋ねる質問群（5 項目 5 件法）につい
て，得られた回答を１~５点で得点化し（
「当てはまる
（５点）
」～「当てはまらない（１点」
）
，その平均値を
算出した（表３）
．表３より，ほぼすべての項目で平均
点が４以上を示したため，児童はプログラミング操作
やタブレット活用を概ね肯定的に捉えていることがわ
かった．児童のプログラミングへの志向性に関して性
差を検討するため，性別（男児 15 名，女児 17 名）を
独立変数，項目ごとの平均得点を従属変数とした t 検
定を行った．その結果，
「質問４，５」で男児よりも女
児の得点が 5%水準で有意に高かった．そのため，女児
のほうが男児よりもプログラミング操作を楽しく感じ，
算数以外の教科でも活用したいと感じる可能性がある
ことが推察される．女児を対象としたプログラミング
教育の効果を検証した事例（甲村 2020）も報告されて
いるが，性別によるプログラミング教育場面での志向
性への影響については更なる検討が必要といえる．

3.2. 授業実践（2019 年 11 月 26 日）（手続きⅡ）
授業実践（本時）の単元名は「資料の整理」で，本
時のねらいは「水泳クラブの代表選手を選ぶ方法につ
いて，様々な代表値（最小値，最頻値，中央値，平均
値）に着目し，それらの値をプログラミングによって
算出することを通して，根拠をもって選手を選ぶこと
ができる」であった．授業時間は 60 分で，６つの場面
に分けて授業実践が行われた．
（表１）授業は授業者が
主体となって実施し，表１の場面④「タブレットによ
るプログラミング体験」のみ第三～第五筆者の３名が
機器操作サポートとして授業に介入した．
3.3. 児童への授業評価アンケート分析（手続きⅢ）
3.3.1. 授業場面ごとの児童の評価
表１の６場面のうち「授業の振り返り」を除く５場
面（場面①～場面⑤）について，児童が興味をもった

表２ 授業実践の場面ごとの児童の評価結果（N=32）
場面

具体的なトピック

全体

面白い
男児

女児

全体

難しい
男児

女児

4（5.80）

1（3.45）

3（6.82）

2（5.88）

2（12.50）

0（0）

20（28.99） 10（34.48） 10（22.73） 5（14.71）

3（18.75）

2（11.11）

0（0）

0（0）

①

新聞マニアの依頼を確認をする場面（動画確認）

②

「代表値」について学ぶ場面（動画+講義）

③

水泳クラブの依頼を確認する場面（動画確認）

④

タブレットを使ってプログラミングを体験する場面（操作体験）

24（34.78） 12（41.38） 16（36.36） 17（50.00） 7（43.75） 10（55.56）

⑤

水泳クラブの依頼で選手を選ぶ場面（動画+講義）

17（24.64） 5（17.24） 12（27.27） 10（29.41） 4（25.00）

4（5.80）

合計

69

1（3.45）

29

3（6.82）

44

0（0）

34

16

注：表中の数値はカウント数，括弧内は「面白い」
「難しい」の回答全体合計に対する各場面の比率（％）を示す
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表 1 授業実践の流れ（指導案を基に作成）
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表３プログラミングに関する児童の考え（５件法，
（N=32）
）
No

性別 平均値 標準偏差 t検定
1.06
男児 4.47
1 今回の勉強（授業）は楽しかった
p<.10
0.24
女児 4.94
0.59
授業中にタブレットを使って勉強 男児 4.73
2
n.s.
することは楽しい
0.49
女児 4.88
ふだんの生活でもタブレットを
0.46
男児 4.73
3 使って情報をしらべることは大切
n.s.
0.87
女児 4.53
だ
質問項目

タブレットでのプログラミング操作
は楽しい
算数以外の授業でも，プログラミ
5
ングを使って勉強をしたい
ふだんの生活でも，情報（資料）
6
をくわしくしらべることは大切だ
プログラミングをつかった難しい
7
問題に挑戦したい
4

男児
女児
男児
女児
男児
女児
男児
男児

4.07
4.82
4.07
4.82
4.60
4.53
3.93
4.24

1.22
0.39
1.28
0.39
0.63
0.72
1.39
1.09

p<.05
p<.05
n.s.
n.s.

3.3.3. 自由記述内容の分析
自由記述項目「①今回の勉強についてあなたが感じ
たことを自由に書いてください（表４）
」
「②今回の授
業で学んだ内容を，授業以外のどのような場面で活か
せると思いますか（表５）
」について，回答を最小の意
味内容に分類して解釈的検討を行う．
「プログラ
まず，表４より，全体の記述は 37 件で，
ミング体験（18 件）
」
「学習内容・学習方法（９件）
」
「教
材設計（９件）
」
「その他（１件）
」に分類された．
「プ
ログラミング体験」では，体験することで得られるプ
ログラミングへの印象変化や，計算手順の省略への気
づきについて記述があった．
「学習内容・学習方法」で

は，未習事項ながら，学習内容の理解や代表値の活用，
算数とプログラミングとの関係に言及されていた．さ
らに，友人との学びあいによる教育実施について記述
されていた．
「教材設計」では，操作画面デザイン，ヒ
ント動画の使用法の良い点と改善点が記述されていた．
次に，表 5 より，本時学習内容の授業以外での活用
可能性については，合計 33 件の記述があった（
「デー
タ把握・分析場面（10 件）
」
，
「比較検討場面（11 件）
」
「将来の仕事での活用場面（５件）
」
「その他（７件）
」
）
．
「データ把握・分析場面」
「比較検討場面」では，身近
なデータを表にまとめて整理する場面や代表値を活用
して比較検討する場面，授業事例との類似ケースで活
用できるという趣旨の記述があった．
「将来の仕事での
活用場面」では，コンピュータを活用したデータ整理
や社会に出た際に将来的に役立てられると捉える児童
もいた．
「その他」は少数ではあるが，
「話し合い場面」
「お小遣いの管理」
「速さ（別の学習内容）の計算」な
ど，授業実践場面だけではなく，日常生活場面に活か
そうとする記述も確認された．
自由記述内容の分析より，本時の授業内容が，
「他者
と協働しながら課題をやり抜く態度」や「身近な問題
の発見・解決にコンピュータの働きを活かそうとする
主体的な態度」といったプログラミング教育を通じて
育成すべき「学びに向かう力，人間性等（文部科学省
2020）
」の涵養につながっていることも示唆される．

表４ 自由記述項目①の回答分類結果
分類

下位分類（件数）

回答例

・やり方がよくわからなかったところも少しあったけれど、プログラミングを行ったのは初
めてだったので興味がわいた。
・プログラミングは難しかったけど、終わったら達成感をすごく味わえて面白かった。
プログラミング体験
計算手順の効率化 ・自力でデータをだすのは大変だけど、プログラミングで簡単にできて良いと思いました。
に関する記述
タップ一つで人が何分もかかることができてすごいと思った
（6件）
・プログラミングが思っていたよりも簡単。
印象変化（5件）
・細かいことまで考えてつなげば、いろんなことに試せることがすごく感心しました。
・タブレットを操作して、プログラミングをしたことで難しいところもあったけど、友達と
協働的な学び
協力することでうまくいったのでとても楽しかった。
（2件）
・プログラミングをこういうふうに授業で取り入れることはとてもいいことだと思います、
友達と教え合ったりできるし体育のように運動神経が関係ないからです。
学習内容，学習方
・どの代表値で選んでも、正しいから、何を重要にするかによる。
単元内容の理解
法に関する記述
・４人のデータを比較するところで、データを多角的に見ることができ、様々な考えがうま
（5件）
れ、４つを確認するべきだと考えた。

体験による満足感
（7件）

算数との関連づけ
（2件）
ヒント動画設計
（3件）

教材設計（動画，ヒ
ント，操作方法）に
関する記述
説明動画内容，画
面デザイン，操作性
（6件）
その他

・プログラミングはあまり算数とつなげてやたことがなかったので、新鮮に感じた
・プログラミングを使いながら、算数の問題のヒントになったので、とてもよかった。
・ヒント動画がとても良かった。「ストップ」や「はやおくり」などの操作があるとより良
いソフトになると思った。
・ヒント動画があり、つまっても理解できるお助け機能があったことについてはとても良
かった。
・プログラミングが意外にやりやすくて（ヒント、例、アイコン、アイコンの説明などが凄
く良かったです）スムーズにできた。
・ストーリーは、聞いているだけでとてもワクワクするようなもので、これで一緒に算数を
やると、算数が好きじゃない、得意じゃない私でも、すごく楽しい授業でした。
・近い将来、このようなプログラミングの場が増えていくと思うので、このような機会を設
けられてとても為になった。
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表５ 自由記述項目②の回答分類結果
分類

回答例
・プログラミングなど使えば楽にデータがわかる
データ把握・ からそのようなときに活かせると思った。
分析の場面 ・色々なデータがあったときに整理をしてから自
分の知りたい数値を求めるということが授業に活
（10件）
かせそう。
・今回のように、選手などを決めるときに、より
比較検討
正確に色々な情報から考えることができると思い
（代表値活 ました。
用）場面（11
・代表値を使って、何個かのものを決定するとき
件）
にいろんなデータで比べられる。
将来の仕事 ・将来にデータを整えたりするときに使える。
での活用場 ・授業というより、将来、コンピューターで仕事
面（5件）
をするときなどにいかせると思う。
・遊びや話し合いなどに活かせると思います。
その他
・生活。お金の管理とか、おこづかいとかを整理
するときにもいかせられる。
（7件）
・ソフトを利用して他でも速さなどを調べたい。

4. 総合考察
4.1. 全体のまとめ
本研究の目的は，
「①プログラミング教育の検討プロ
セスを通して，教育現場の視点から教育課程上の位置
づけで生じる課題を抽出すること」及び「②授業評価
アンケートからプログラミングツール活用に対する教
育的意義について探索的に検討すること」であった．
目的①では，プログラミング教育実施上の教育現場
における課題感として「プログラミング教育の意義が
教員間で十分認識でないこと」
「ツール活用の判断が難
しいこと」
「他教科との関連でのプログラミング教育の
位置づけの難しさ」が挙げられた。つまり，教育実践
上の課題として「教師の心理的・物理的負担感」
「教育
課程上の位置づけ」が課題として抽出されたといえる．
目的②では，児童へのアンケート結果から，プログ
ラミング教育全般について概ね肯定的な評価が得られ
た．自由記述では，学習内容（代表値）を日常生活に
関連させた記述内容が確認されたことから，教材の活
用可能性についても一定の評価ができたといえる．
4.2. 実践者の振り返りと教育実践への示唆
授業実践後に授業者と研究者で「授業準備」
「実践後
の感想」について振り返りを行った．
「授業準備」では，
事前の教材デモで提示された指導案，スライド，ワー
クシートを材料に児童の実態に合わせて活用すること
で準備にかかる時間的負担が軽減されることがわかっ
た．
「実践後の感想」では，本時の実践内容を算数（教
科）の文脈で児童が学ぶ流れをどのようにデザインす
るかという教育課程上の課題が依然として認識されて
いた．また，授業者主体で本時を展開したが，授業者
のみで全児童の操作機器指導に対応するのは物理的に
困難であり心理的にも負担感があることが語られた．
本研究は一事例であるため解釈上の限界があるが，

実施体制上の改善策として，学校の文脈に沿った教材，
指導案を蓄積・共有できる仕組みの構築，時間的制約
の課題も生じるが，ティーム・ティーチングによる実
施，機器操作補助に特化した校内外の連携による実施
体制の工夫も考えられる．今後，プログラミング教育
を教育現場で無理なく展開していくためには，教育課
程全体の視点から，時数管理を含む他教科との関連性
を考慮した実践研究の蓄積・検討が必要といえる．
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