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2020 年度（令和 2年度）から小学校プログラミング教育が全面実施されます．2017 年
3月公示の学習指導要領において「2020 年度から小学校プログラミング教育の必修化」が
明示されました．教育現場におけるこの大きな変化は，IoT（̒ ものʼのインターネット）
やAI（人工知能）を用いることで起こり得る変化，いわゆる「第 4次産業革命」が，子供
たちの周りにも浸透してきたからのように思います．自動で床を掃除する掃除ロボット，
山間部や離島でも時間どおりに配達するドローン宅配，庫内にあるものでレシピを提案す
る冷蔵庫，話し掛ければ足りないものを注文するスマートスピーカ，キャッシュレス決済
で売上げや在庫情報をデータ化する会計クラウドなど，どんどん便利な世の中へと変わっ
ていきます．子供たちは，AI ロボットとともに働く未来を既に感じ始めているのではない
でしょうか？
そんな中にあって，子供たちがコンピュータの仕組みを理解しようすることは必至であっ

たことでしょう．プログラミング教育実施に携わられた方々によると，コンピュータに処
理させるということは，自分が意図する一連の活動を，曖昧さのない単位に分解し，それ
ら分解した単位動作の組合せを考えることにあるようです．どのような単位に分解したり，
どのような動作を組み合わせたら，より意図した活動に近づくのかを考えていく力を養う
ことにもあるようです．そのような思考過程を通じて，子供たちがおのずとプログラミン
グ言語を覚えたり，プログラミング技能を習得したりするといったことは考えられますが，
それ自体を狙いにしているわけではないようです．プログラミング教育という言葉だけが
先行すると，コーディング（プログラミング言語で記述すること）の授業や学校教育現場
の ICT 環境の整備といった側面だけに焦点がいく人もいるかもしれませんが，そうではな
いようです．
プログラミング教育については，中央教育審議会や関連する有識者会議において議論さ

れ，本小特集は，そうした会議に出席した方々に，御執筆頂くことができました．まず，
新学習指導要領の基本的な考え方を御紹介頂きながら，ICT と情報教育について御紹介頂
きました．次に，小中高におけるプログラミング教育を概観しプログラミング教育ツール
の研究事例を御紹介して頂きました．大学におけるプログラミング演習についての取組み
について解説して頂きます．更には，教育の効果・効率・魅力を高める理論・モデルの設
計手法（インストラクショナルデザイン）について御解説頂きます．また，教育の情報化
が進む中，情報リテラシーや倫理に関する教育について概観し，学校現場における実践を
御紹介して頂きます．また，電子黒板・教育支援システムなどの教育 ICT の活用事例を開
発メーカから御紹介頂きます．
最後に，本小特集の発行にあたり，御執筆頂きました著者の皆様，加えて，編集，査読，

校閲の作業に御協力頂きました全ての皆様に心から感謝致します．
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1 新学習指導要領の基本的な考
え方

本稿を述べる前提として，新学習指導要領の基本的な
考え方について解説しておきたい．この内容について，
熟知している読者も多いと思われるが，ここでの記述を
お許し頂きたい．新学習指導要領は，小学校編が 2017
年 3月に告示され，2020年 4月から小学校で全面実施
される．これは法令の一つとして位置付けられており，
公立・私立を問わず，新学習指導要領に従うこととされ
ている．中学校・高等学校も，同じ位置付けである．よ
く知られているが，ほぼ 10年ごとに改定される．新学
習指導要領（以下，この用語は 2017年告示の学習指導
要領を示す）の基本的な枠組みを図 1に示す．図 1は
文部科学省が公表している図を，本誌の趣旨に合うよう
に関連する内容だけを選択した図である．
学習指導要領は，通常はカリキュラムのことであるか

ら，教科ごとに「何年生で何を学ぶか」を系統的に配列
したものと理解してよいが，新学習指導要領では，この
定義を大幅に拡張した．それが，図 1の枠で囲った三
つで示されている．「何を学ぶか」が，従来の教育内容
を系統的に示した項目であり，「どのように学ぶか」が，
通常アクティブラーニングとか，主体的・対話的で深い
学びと呼ばれる項目である．この項目，つまり教育方法
は，これまでは教員の創意工夫に任されていて，このよ
うな基本的な枠組みに明記されることはなかった．
このような変化には，受動的な学習スタイルから，能

動的な学習スタイルに変えるという教育観が強く作用し
ていることは，大学でも同じことが叫ばれているので，
すぐに理解される．この教育方法の一つとして，道具と
しての ICTを利活用するという考え方となったことは，
自然の流れであった．つまり，教科に ICTをより利活
用することが学校に求められることになった．
もう一つは，「何ができるようになるか」であり，こ

れが通常，資質・能力と呼ばれる．これまでにも，学校
教育で能力を育成することに異論はなかったが，より強
調されたのが，この資質・能力であり，新学習指導要領
のキャッチコピー的な用語になった．
なぜ，このように資質・能力が強調されたのかは，図

1の枠の中に書かれている「社会に開かれた教育課程」
の理念にある．これまでは，学校と社会がつながってい
なかった，学校で学んだ知識が社会で役立たなかった，
という過去からの課題があったからである．
新学習指導要領では，学校で得た知識を，社会に出て

も「生きて働く知識」にしなければならない，と述べて
いる．それは，暗記した知識と異なり，資質・能力は，
忘れることもなくなることもないからである（1）．せっ
かく得た知識なら，社会で生かすようにすることは，誰
も異論がないと考える．
では，その資質・能力とは何か．コミュニケーション

能力，コラボレーション能力，クリエイティブ能力な
ど，汎用的な能力がこれまでも議論されたが，新学習指
導要領では，特に「言語能力，情報活用能力，問題発
見・解決能力」を挙げた．
ここに情報活用能力が，ほかの二つの資質・能力と並
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図１　新学習指導要領の枠組み



んで重視されたことは，情報教育の研究者や教育関係者
には，ある驚きを与えた．それは，学習指導要領の上位
の資質・能力の位置付けは，教科や教科外の全ての教育
活動に関わるので，教育現場への影響が極めて大きいか
らである．その背景に，今日の高度情報化社会を生きる
には，情報を正しく取捨選択し，正しく発信できる能力
の重要性について，我が国のみならず世界で共通に認識
されているという理由がある．プログラミング教育の元
になっているプログラミング的思考は，この情報活用能
力の一部であり，この意味でプログラミング教育が，新
学習指導要領に明記される必然性をもたらした．新学習
指導要領では，次のように述べている．

「2　教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成
　 （1）各学校においては，児童の発達の段階を考慮
し，言語能力，情報活用能力（情報モラルを含む．），
問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能
力を育成していくことができるよう，各教科等の特
質を生かし，教科等横断的な視点から教育課程の編
成を図るものとする．」

なお，教育関係者ではこの考え方を，これまでの内容
重視の教育課程（コンテンツベース）から，資質・能力
重視の教育課程（コンピテンシーベース）への変換と呼
ぶことがある（2）．教育課程の重心を，「何を学ぶか」か
ら「何ができるようになるか」にシフトしたと言える．
海外の教育課程においても，同じように，学校と社会を
いかにつなげるか，そのために，どのような能力が求め

られるかを模索して，多くの資質・能力の提言がされて
いる．例えば，経済協力開発機構（OECD）が提案した
「キー・コンピテンシー―国際標準の学力をめざして―」
（3），「21世紀型スキル」（4）などが，広く世界の教育機関
では受け入れられている．
我が国でも，図 1に示したような枠組みで新学習指

導要領を告示したが，それは，キーコンピテンシーや
21世紀型スキル（「ATC21S」と略すことも多い）の学
力の概念と近い．つまり，学力の標準化が世界レベルで
広がってきたと言える．その元は，社会が「Society5.0」
と呼ばれるような急速な変化をしているので，学校教育
も社会の変化に対応できるように，学力の考え方を変え
ようとしているからである（5）．
なお新学習指導要領では，「教科等横断的な視点に

立った資質・能力の育成」と述べているように，どの教
科でも育成すべき資質・能力という考え方になってい
る．

2 新学習指導要領における情報
活用能力の位置付け

新学習指導要領では，教科における ICT活用（通常，
これが ICT教育と呼ばれる）とプログラミング教育の
二つが明記された．それは，図 1では「どのように学
ぶか」における教育方法としての ICT教育と，「何がで
きるようになるか」における資質・能力としてのプログ
ラミング教育の二つと言える．現行（2008 年告示）で
は，プログラミング教育は記述されていないので，新設
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された内容で，しかも資質・能力に位置付けられたの
で，教育界のみならず，社会でも注目されることになっ
た．
新学習指導要領では，以下のように記述されている．

　 「（3）第 2の 2の（1）に示す情報活用能力の育成
を図るため，各学校において，コンピュータや情報
通信ネットワークなどの情報手段を活用するため
に必要な環境を整え，これらを適切に活用した学習
活動の充実を図ること．

　（中略）
　ア 　児童がコンピュータで文字を入力するなどの

学習の基盤として必要となる情報手段の基本的
な操作を習得するための学習活動

　イ 　児童がプログラミングを体験しながら，コン
ピュータに意図した処理を行わせるために必要
な論理的思考力を身に付けるための学習活動」

図 2 に，現行（2008 年告示）と新学習指導要領
（2017年告示）の情報教育に関する模式図を示す．図 2
は，筆者の考えに基づく図であり，文部科学省の提示し
た図ではない．新学習指導要領の記述をそのまま引用す
ると，誌面が膨大になるので，概念図にした．
図 2において，「総合から分化へ」という縦軸は，教

育課程の基本である．例えば，小学校 1，2年生では，
生活科を学習し，3年生から理科と社会に分かれ，中学
校になれば，理科は第 1分野と第 2分野に分かれ，高
等学校では，理科は物理・化学・生物・地学などに分化
する．図 2において，手段としての ICT活用は，現行
も新学習指導要領も変わらない．先に述べた，道具や手
段としての活用である．
他方，内容を見ると，現行では小学校では総合的な学

習の時間で，中学校では技術科の中で，高等学校では教
科「情報」でのように，比重が大きくなり総合から分化
している．新学習指導要領では，小学校の教科の中で
も，情報を扱うのであるが，その内容は，現行の情報通
信技術からプログラミングに比重が移った．したがっ
て，道具だけではなく，その元になっているプログラム
の仕組み，更には，プログラムで動いている情報社会そ
のものに，もっと能動的に関わり，それによって理解を
深める必要があると認識された．
こうしてイギリスは，2013 年に小学校からのナショ

ナルカリキュラムの教科「ICT」を教科「Computing」
に切り替えた．道具としての ICTから，その仕組みを
考える情報科学（CS：コンピュータサイエンス）に変
え た の で あ る． そ れ は，CAS-WG（Computer at 
School Working Group，2012 年）が，「これまでの

ICT の利用者（ユーザ）から，主体的で能動的な著者
（オーサ）になるべきだ」と提言した言葉に表現されて
いる（6）．
なおイギリスは，独立教科としてのプログラミング教

育であり，ほかの国もほぼ同じ教育課程が多い．我が国
の小学校は，教科の中でのプログラミング教育である
が，図 2に示すように，その内容は情報通信技術から
プログラミングに比重を移した．
なお，情報活用能力，情報教育，教育の情報化など，

用語の定義をする必要があるが，本稿では，誌面の関係
で省略したい．ただし，教育課程上の位置付けは明確に
した方が理解しやすいので，以下述べる．
図 3のように，現行でも改訂でも，学習指導要領に

は，教科や科目として，情報教育，ICT教育，プログラ
ミング教育などは表示されていない．ICT教育，つまり
教科における ICTの活用は，道具や手段としての ICT
なので，教科や科目でないことはすぐに理解できる．し
かし，プログラミング教育はどうだろうか．諸外国で
は，情報科学とかディジタル技術などの独立した教科・
科目を，小学校から実施している教育課程も多いが，我
が国では，教科等の中で実施するのである．具体的に
は，新学習指導要領解説では，以下のように述べてい
る．

「なお，小学校学習指導要領では，算数科，理科，総
合的な学習の時間において，児童がプログラミングを体
験しながら，論理的思考力を身に付けるための学習活動
を取り上げる（以下略）」

以上のように，教科の中でプログラミングを体験さ
せ，論理的思考力を育成することを目指している．これ
は二つの目標，つまり算数や理科の単元の理解，同時に
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プログラミングによる論理的思考力を習得する，という
狙いになっている．プログラミング教育では，このよう
に独立教科・科目なのか，教科の中でのプログラミング
なのかで，基本的な考え方が異なる．このような複数の
教科や活動の目標を同時に目指すカリキュラムを，クロ
スカリキュラムと呼ぶことがある．独立教科・科目なの
か，教科の中でのプログラミング教育，つまりクロスカ
リキュラムなのか，どちらが良いのかまだ議論の途上だ
と言ってもよい．

3 ICT 活用の実践例
先の新学習指導要領に基づいて，小・中学校では，ど

のように先行的に実践されているか，以下具体例を示
す．
図 4に，東京都東村山市雷塚小学校における「跳び

箱の学習」の光景を示す．ある子供が跳び箱を飛んでい
る．その様子を，別の子供がタブレットの動画像機能を
使って撮影している．飛んだ子供は，戻ってきてタブ
レットの画面を見るのであるが，スローモーション機能
があるのでゆっくりと観察することができる．ゆっくり
と観察すれば，どこがおかしい，どこを改良すればいい
か，ヒントを得ることができる．教員がアドバイスする
こともあり，撮影した子供が一緒にタブレットをのぞき
込んで話すこともある．
これまでの授業は，教員が直接に指示しアドバイスし

たが，子供たちにタブレットという道具を渡すことに
よって，子供たち自身で考えて問題解決する，つまり図
1で示した，「主体的・対話的で深い学び」の考えを，
タブレットという道具を使って実現しようとしているの
である．
中学校の事例を，次に紹介する．図 5は，観察する

月によって，地球から金星は見えるか，という課題を与
えて考えさせる授業である．これは，実際の授業ではな
く，ICT活用の教員研修の一こまである．
教室の生徒たちを，グループに分ける．各グループ

は，2月や 7月に観察する惑星が指示される．地球と金
星を示すキットが与えられて，グループで見えるか見え
ないかを議論する．それを，タブレットに書き込んで教
卓上のタブレットに転送する．それが，図 5の光景で
ある．生徒たちは，それぞれのグループの考えを発表す
る．ここでのタブレットの使い方は，グループの意見を
集約する機能の活用である．異なる意見を比較する，違
いを知るには，集約することが必要だからである．この
光景も，図 1で示した「主体的・対話的で深い学び」
を実現しようとしている．タブレットは，その支援道具
として，機能している．

次に，高等学校の事例を紹介しよう．
図 6は，埼玉県立鴻巣女子高等学校の反転授業の教

材例である．反転授業は，自宅で数分程度の動画像を視
聴して，授業に参加するという，いわば動画像による予
習システムと考えてよいが，その学習効果はかなり高
い．図 6のように，自宅でQRコードをスマホでアク
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図５　授業支援システムの活用

図６　家庭総合の反転授業

図４　タブレットを使った跳び箱の学習



Technology Reviews and Reports 小特集 教育と ICT解　説

セスすると動画像が再生される．5分程度の動画像なの
で，視聴しやすいこと，何度でも繰り返し視聴できるこ
とから，授業では高度な内容を学習できることなどが特
徴である．しかし，実際は 5分程度の動画像で理解で
きるはずもなく，教室で隣同士で意見交換するのであ
る．つまり，対話が生まれる．それが，学習効果を高め
る．文字どおり対話的な学習が可能になる．実際に，こ
のボタンホールの作成課題は，従来は 2時間かかって
いたが，この授業では 1時間で終了した．

4 プログラミング教育の実践例
文部科学省は，プログラミング教育の狙いであるプロ

グラミング的思考を，「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」と定義している．
そこで，プログラミング教育の先行的な実践事例につ

いて簡単に触れておきたい（7）．
茨城県つくば市春日学園義務教育学校の佐々木教諭

による音楽におけるプログラミング教育を図 7に示す．
この授業は，小学校でのプログラミング教育で，コン
ピュータを使わないアンプラグドの方法であった．
図 7のように，曲の音符を黒板に大きく張り出し，

その特徴を子供たちに伝える．音符は，どのくらいの高
さで，どのくらいの長さで，この順番で演奏しなさいと
いう指示なので，プログラミングにおける順次処理と
言ってもよい．また，全て音符が違っているわけではな
く，幾つかの小節に分かれている．これは，文章では段
落であり，全体を要素に分けることであり，プログラミ
ングでは，デコンポジション（分解）に相当する．ま
た，曲の中に，その小節が何回か出てくるが，これは，
プログラミングでいえば繰返しに相当する．更に前の音
符が高音に上がっていけば，次は低音に下がっていき，
逆の場合もあり，全体としての調和を目指しているが，
これはプログラミングでは，条件に応じた分岐に相当す
るだろう．このように，プログラミング的思考は，教科
の中にも含まれる思考法でもある．
つくば市立みどりの学園義務教育学校の算数の授業

におけるプログラミング教育を，図 8に示す．小学 5
年生の算数に，正多角形の単元がある．内田教諭は，ビ
ジュアルプログラミング言語である Scratch を使って，
子供たちに正多角形を描かせた．このクラスの子供たち
は，Scratch に慣れていて，正方形，正三角形，正六角
形などを描いた．しかし，内田教諭は，正七角形を描こ

うと課題を出した．教科書では，物差し，分度器，コン
パスで描くので，正七角形は掲載されていない．その理
由は，正多角形を描くには，外角を分度器で測って描く
必要があるが，360÷7 が割り切れないからである．子
供たちは，分度器ではできないが，プログラミングで
は，360/7 という分数で入力すれば描けることを発見
して，図 8のように見事に描いたのである．クラス中
に歓声が上がった授業であった．　

5 プログラミング教育の展開と
課題

先に述べたように，我が国は，小学校からプログラミ
ング教育が必修になった．実施は 2020 年からなので，
時間がなく，教員研修，教材，指導法，カリキュラム，
年間指導計画など，学校や教育委員会は，多くの課題を
抱えている．本稿では，それらの課題を述べることが趣
旨ではないが，資質・能力や教育目標の課題だけ取り上
げて，解説したい．
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図７　音楽の授業とプログラミング教育

図８　正多角形を書くプログラミング
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現状のプログラミング教育では，プログラミング，つ
まり，プログラム言語でコーディングすることに中心が
置かれている．しかし，これからAI が進化すれば，簡
単なプログラムならば，自動的に作ることは可能になる
だろう．小学校から，コーディングに時間を費やすこと
は，推奨できないのではないか．むしろ，情報デザイン
能力が重要ではないだろうか．デザインは，創造的な特
性があり，自由度も高く個性も発揮できる分野である．
これからのAI 時代を考えれば，学校教育ではデザイン
能力が重要だろう．ニーズに応じて設計する，それも実
行可能な計画，計画に伴う予算，人的・物的資源，その
効果などを考えれば，広く情報を収集し関連付けなけれ
ばならない．ニーズを把握するには，人の話やネットや
文献からなどになることを考えれば，国語の読解力が必
要で，実行可能な計画を立てるために，予算・資源など
の要因を調べて関連付けるとすれば，社会科，例えば農
業人口の年代別の変化から，どのような施策が重要かな
どを考察するような能力が求められる．
このように考えると，小学校におけるプログラミング

教育は，フローチャートとコーディングに代表される情
報の分析だけでなく，情報の設計にも重点を置くことが
求められるだろう．この考察の根拠として，筆者の行っ
た研究結果の一部を引用したい．図 9は，プログラミ
ング教育の特性を調べるために，大学生 60名を対象に
して，情報・流れ図と情報・設計図と他教科との正答率
の相関を示した図である（7）．
図 9から，情報・流れ図と情報・設計図の問題には，

共通の思考を基盤としながらも，その思考力は，理数の
ような深い理解と，国語・社会のような広い理解のよう

な違いが見られた．つまり，情報デザイン能力も，大切
な資質・能力であることが分かる．
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 1	 はじめに

2020 年度から小学校でのプログラミングが開始
される．筆者は中央教育審議会情報ワーキンググ
ループの委員として，小学校から高等学校までの
12 年間の教育課程の中で，今後 10 年間にわたっ
て扱われる情報教育の内容を検討した．また，国の
有識者会議の委員として，小学校で必修化されたプ
ログラミング教育についての検討に参加した．本稿
では，これらの議論で得た知見を含め，学校教育に
おけるプログラミング教育を概観し，筆者が進めて
いるプログラミング教育の研究について報告する．
プログラミングを中心とした情報教育が重視さ

れることになった背景には，工業先進国である我が
国における ICT（情報通信技術），特にクラウドを
中心としたサービス系と IoT（̒ ものʼのインター
ネット）に代表される産業技術に対する発展の期待
と競争力への危機感がある．このような背景から，
学校教育段階での情報教育やプログラミング教育の
キーワードとして，「人工知能」,「IoT」,「ビッグ
データ」などが挙げられることになった．
学校教育の中での情報教育に関しては，現在は小

学校段階の年齢層からスマートフォンやタブレット
を使う機会が増えていることから，文字入力のスキ
ルを含めた情報機器の活用と，自分自身を守るため
のモラルやセキュリティについて理解させること，

そして学校教育において PCやネットワークの設備
を充実すること，教員の研修や専門の教員の採用な
どが提言されている．
新しい教育課程では，小学校から中学校，高等学

校までの学校教育の課程全体でプログラミングが必
修化された（1），（2）．小学校ではプログラミングを体
験し，中学校では計測・制御と双方向コンテンツの
プログラミングを学び，高等学校ではアルゴリズム
やネットワーク，シミュレーション，データサイエ
ンス，情報システムまでを含めたプログラミングを
学ぶ．表 1に，小学校から高等学校までの情報教
育の実施段階を示す．

 2	 小学校でのプログラミング教育

小学校からのプログラミングについて，有識者会
議の報告書（3），（4）では「子供たちに，コンピュータ
に意図した処理を行うように指示することができる
ということを体験させながら，将来どのような職業
に就くとしても，時代を超えて普遍的に求められる
力としての『プログラミング的思考』などを育むこ

小中高で必修化されるプログラミング教育と
それに向けた研究の紹介
Programming Education and Tools for K12 Schools in Japan

小中高で必修化されるプログラミング教育と
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グラミングを教科に位置付けた情報教育が行われる予定である．小学校ではプログラミングを体験し，中
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表１　プログラミングの実施段階

学校 開始年 教科

小学校 2020 各学年の各教科（算数・理科・
総合的な学習の時間を含む）

中学校 2021 技術・家庭（技術領域）

高等学校 2022
2023

情報 I（必履修科目）
情報 II（選択科目）
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と」としている．
プログラミング的思考については，「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よいのか，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」と定義している．
これは，計算や表示などのコンピュータに行わせ

たい動作を具体的にイメージした後で，その動作を
コンピュータに行わせるための反復や分岐などの指
示の順序を検討し，それらの指示をアイコンや文字
などを組み合わせたプログラミングにより表現し，
コンピュータに伝える活動を行うための論理的な思
考と解釈できる．
小学校では，プログラミングを体験し，日常触れ

る身近なソフトウェアがプログラムによって作られ
ていることを理解し，教科の学習で活用する．時数
は学習指導要領と解説の時点では明示されていない
が，中学年までに体験し，習得したスキルを高学年
に教科で活用することが望ましい．
小学校段階でのプログラミング学習として，ここ

では次の 3種類を挙げる．

（1）プログラミングの基礎を体験する学習
（2）表現する手段としての道具
（3）教科を学ぶための道具

（1）は，プログラミングの考え方を学ぶことが
目的になる．小学校段階ではプログラミングそのも
のは学習目標ではないが，その考え方となるプログ
ラミング的思考については，プログラミングの記述
を通して身に付けることが可能である（5）～（7）．そ
こで，「画面に描かれた道の上を歩く手順」，「画面
のキャラクタが動くアニメーション」などの興味を
持ちやすい題材を目標にしてプログラミングを体験
する学習などが考えられる．図 1にプログラミン
グ的思考を題材にした小学生向けの書籍（8）～（10）の
説明の例を示す．この例では印刷したフローチャー
トが使われているが，命令をトランプのようなカー
ドで組み合わせる教材なども提案されている．プロ
グラミングと合わせてプログラミング的思考の理解
に利用することが期待される．
小学校ではパソコン教室よりも，普通教室での授

業が中心に行われている．教員は黒板に紙を貼った
り，大形のディスプレイを備えた電子黒板を利用し
て説明を行う．児童は 5人程度で班を作り，タブ

レットを共有するグループ学習が一般的である．そ
の際，達成したい目的を確認しながら，解決策を話
し合い，それを手順の形で整理しながらプログラム
として実行する．図 2にタブレットでのプログラ
ミング例を示す．
プログラミング言語は，タブレットで利用できる

ものが中心になる．文字入力を行わずに画面にブ
ロックを配置する Scratch（11）などのビジュアルプ
ログラミング言語が多く使われている．図 3にド
リトルのブロックプログラミング環境の画面例を示
す．
（2）の表現する手段の道具とは，図画工作や音
楽，国語などで，既存の道具に加えて，コンピュー

図１　書籍でのプログラミング的思考の説明例

図２　タブレットでのプログラミング例

図３　ブロックプログラミングの例
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タのプログラムを表現に用いる学習である．画面で
キャラクタなどに動きを付けられることから，図画
工作における表現を豊かにしたり，国語において物
語を視覚的に補足するなどの活動を行うことが考え
られる．図 4に理科学習での利用例を示す．この
学習では，小形マイコンボードのmicro:bit（12）の
外部端子を利用して身近な物質の導電性を計測して
いる．
（3）の教科を学ぶための道具とは，教科の学習
を行うために児童生徒がプログラミングを行う学習
である．
以下では，筆者が公開している教育用のプログラ

ミング言語ドリトル（13）～（15）を例に説明する．ド
リトルは変数名や命令語，空白，記号に日本語文字
を使用できる．グラフィックスのほか，Arduino
や Raspberry	Pi などのマイコンボードを利用して
センサやアクチュエータを扱ったり，クライアント
同士のネットワーク通信を扱うことができる．
Web ブラウザで動作するオンライン版は授業管理
が可能なほか，作成したプログラムをQRコードを
利用してタブレット等で実行したり，スマートフォ
ンなどに内蔵された加速度，ジャイロなど各種のセ
ンサをプログラムから利用することが可能である．
ここでは 5年生算数の「正多角形の作図」での

利用例を紹介する．この単元で，子供たちは鉛筆と
紙，三角定規，コンパスを使い作図を行う．理論的
には分度器を使えば任意の多角形を描けるが，現行
の授業では正方形や正三角形の作図までにとどまっ
ていた．
新しい学習課程では，子供たちが任意のn 角形

を描けるようにプログラミングを活用する．例とし
て，筆者が開発しているドリトル言語で記述したプ
ログラムの例を図 5に示す．この例では移動した
軌跡が線として残るタートルグラフィックスを利用
して五角形を作図している．回転する角度と繰り返

す回数を変えることで，任意の正多角形を描くこと
ができる．
このプログラムを修正することで，星を描くこと

も可能である．頂点は 5個あることから繰り返し
は 5回と類推できるが，回転する角度を求めるこ
とは簡単ではなく，簡単なクイズ問題として扱え
る．図 6に 144 度で描いた星の作図例を示す．
閉じないように少しずらした図形を繰り返すこ

とで，複雑な図形を描くことが可能である．図 7
に，139度で 40回繰り返した図形を示す．
これらの複雑な図形を，正確に手で描くことは容

易ではない．コンピュータのプログラムを作成する
体験を通して，「コンピュータは指示した作業を正

図５　正五角形の作図プログラムと実行例図４　理科でのプログラミング利用例

図６　星の作図プログラムと実行例

図７　複雑な形の作図プログラムと実行例
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確に何度でも繰り返して行うことができる」という
性質や，「プログラミングで指示することで，コン
ピュータが人間のために働くことが可能になる」と
いうあるべき姿を体験することが可能になる．
プログラムを記述することは，機械に「曖昧さが

ないように指示を伝える」体験であり，「相手に簡
潔に意味を伝える」という意味で，論理的な思考力
を育成する学習の機会と考えることができる．

 3	 中学校でのプログラミング教育

中学校においては，現行の技術・家庭科の技術分
野の中で「D	情報に関する技術」の中に「プログ
ラムによる計測・制御」として，計測制御に関する
プログラミングが扱われてきた．図 8に Arduino
互換基板を搭載した教材例を示す．
中学校の新しい学習指導要領では，「（A）材料と

加工の技術」，「（B）生物育成の技術」，「（C）エネ
ルギー変換の技術」，「（D）情報の技術」が扱われ
る．情報の技術では，従来の計測・制御のプログラ
ミングに加え，双方向コンテンツのプログラミング（16）

が扱われることになった．これはネットワーク等を
介して生徒同士のプログラムが文字や画像などを交
換するプログラムである．
小学校では，フローチャートで記述されるよう

な，順次・反復・条件分岐といった「一つのプログ
ラムが処理を行う手順の流れ」が重視されていた．
中学校ではセンサやアクチュエータ，そして他のプ
ログラムなどとの通信を扱うことで，「プログラム
が他のプログラムなどとやり取りしながら並行して
処理を行う手順の流れ」を，UML（Unified	
Modeling	Language，統一モデリング言語）のア
クティビティ図などを用いて扱うことになった．
双方向コンテンツの例として，教室内でのメッ

セージ交換の例を示す．これは静岡県の公立中学校
で行われた授業で，ドリトルのネットワーク機能
（LAN環境でのネットワーク上の変数共有機能）を
使い，「こんにちは」のような短いメッセージの文
字列を互いに送り合う．授業では最初に二人組にな
り，一人が送信プログラムを，もう一人が受信プロ
グラムを入力する形で，一方向のメッセージ通信を
行った．次の時間はプログラムを互いに教え合うこ
とで，双方向のメッセージ交換ができるプログラム
に改良し理解を深めた．図 9に画面例を，図 10に
プログラム例を示す．次の時間は共有データを置く
PC の IP アドレスを 3人以上が指定することで，

図９　メッセージ交換の画面例図８　Arduino 互換基板を搭載した計測制御教材

図10　メッセージ交換のプログラム例
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グループでのメッセージ交換に発展させた．授業の
まとめとして，教室内で体験したネットワーク通信
の仕組みを説明した．図 11に説明の様子を示す．
計測・制御のプログラミングと双方向コンテンツ

のプログラミングを融合した形のプログラミングも
考えられる．図 12 は小形コンピュータである
Raspberry	Pi にセンサや LEDを接続して値の入出
力を可能にし，生徒のコンピュータにUSB等で接
続したり，ネットワークで計測値を配信してクラス
全体でデータを画面にグラフ表示する授業が考えら
れる．

 4	 高等学校でのプログラミング教育

高等学校においては，現行の共通教科「情報」の
必履修科目である「社会と情報」「情報の科学」が
統合されて「情報 I」になり，更に発展的な選択科
目として「情報Ⅱ」が新設される．現行では「社会
と情報」を開講している高校が 8割であり，ほと

んどの生徒がプログラミングを体験していない．情
報 Iは必履修であるため，今後は全ての高校生がプ
ログラミングを学ぶことになる．
情報 Iには「コンピュータとプログラミング」と

「情報通信ネットワークとデータの利用」が，情報
Ⅱには「情報とデータサイエンス」と「情報システ
ムとプログラミング」があり，情報通信，データ処
理，情報システムなど幅広い内容が予定されてい
る．
情報 I の「情報通信ネットワークとデータの活

用」，情報Ⅱの「情報とデータサイエンス」におい
てはビッグデータ等に代表される，統計的な内容を
含むデータ処理やデータ分析が扱われ，数学や理科
など教科間の連携した学習も期待されている．以下
に情報 Iで予定されている内容案を示す．

（1）情報社会の問題解決
（2）コミュニケーションと情報デザイン
（3）コンピュータとプログラミング
（4）情報通信ネットワークとデータの利用

情報Ⅱの「情報システムとプログラミング」で
は，クラウドサービスなどで利用されるサーバで動
作するプログラミングを扱う．PCやスマートフォ
ンなどで利用するメッセージ交換や情報サイト，オ
ンラインのゲームなどが動作する仕組みを体験的に
学習することが予定されている．以下に情報Ⅱで予
定されている内容案を示す．

（1）情報社会の進展と情報技術
（2）コミュニケーションと情報コンテンツ
（3）情報とデータサイエンス
（4）情報システムとプログラミング
（5）課題研究

 5	 プログラミング教育ツールの研究開発

筆者らは情報 I，情報Ⅱの実習で利用するための
オンラインプログラミング環境の研究を進めてい
る．図 13にブラウザでプログラムの編集と実行が
行えるBit	Arrow（17）の画面を示す．作成したプロ
グラムはサーバに保存され，授業ごとに教員がプロ
グラムを閲覧したりアドバイスすることができる．
記述できる言語はドリトル，C，教育用 JavaScript
で あ る． こ れ ら の プ ロ グ ラ ム は 実 行 時 に
JavaScript にコンパイルされ，ブラウザ上で実行
される．QRコードでURL を伝えることで，作成

図11　ネットワークの説明の様子

図12　センサ値を表示するプログラムの例
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したプログラムをタブレットやスマートフォンで実
行することも可能である．図 14に QRコードでの
実行の様子を示す．
プログラミングの考え方はデータベースの処理

にも利用できる．そこで，データベース学習ツール
であるサクセス（sAccess）（18）を開発し公開した．
サクセスを利用することにより，「選択　性別　男」
のようにコマンドでテーブルの処理を記述できる．
情報 Iの「情報通信ネットワークとデータの利用」，

情報Ⅱの「情報システムとプログラミング」での利
用が期待される．図15にサクセスの画面例を示す．
サクセスではテーブルに対して選択・射影・結合な
どの操作を行うと，その結果が新たな表として画面
に表示される．処理の前後の表を見ることで，デー
タ操作の意味を体験的に学習することができる．こ
の例では図書データを表示し，続いて著者番号で検
索することで 81件の図書データから 2件の図書を
検索した．事前に教員が授業登録をしておくこと

図15　サクセスの画面例

図13　Bit Arrowの画面例（C言語） 図14　QRコードでの実行例
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で，クラスの生徒に共通のデータベースを使った実
習を行うことが可能になる．
情報 Iの「コンピュータとプログラミング」にお

けるモデル化とシミュレーションや，情報Ⅱの「情
報とデータサイエンス」では，データの統計的な処
理が扱われる．そこでドリトルに統計処理機能を追
加した．図 16に生徒の通学データから交通手段を
集計してグラフを表示する例を，図 17に生徒の住
所から読書冊数の違いをグラフ化して表示する例を
示す．モデル化とシミュレーションやデータサイエ
ンスの学習ではプログラミングは必須ではないが，
言語やライブラリを整備することで，表計算ソフト
などを対話的に操作するよりも処理を理解しやすい
学習を可能にできる可能性がある．

 6	 コンピュータ科学教育の可能性

小学校からプログラミングを体験する目的は，プ
ログラミングを通してコンピュータの動作の仕組み
を理解することにある．コンピュータの性質につい
ては，プログラミングを通して手順的な考え方やア
ルゴリズム的な考え方を学ぶことができるが，他の
要素についてはコンピュータ科学の基礎を学習する
必要がある．
コンピュータサイエンスアンプラグド（以下，

CSアンプラグド）（19）は情報科学の基礎を小学生か
ら体験的に学ぶことのできる教育法である．数を 0
と 1だけで表現する 2進法をはじめ，コンピュー
タやスマートフォンが文字や画像を数値として表現
して通信していること，商品のバーコードが汚れな
どによる読取りエラーを防いでいる工夫などの身の
回りの技術を，カードなどを用いて体験的に学習す
ることができる．図 18 に書籍（20），（21）で紹介され
ている 2進学習の学習例を，図 19に動画像（22）で
紹介されている天びんを用いたデータ整列の学習例
を示す．
プログラミングの学習と並行して，CSアンプラグ

ドを用いた情報科学の学習を行うことで，バランス
の良いコンピュータの学習を行うことが可能になる．

図18　CSアンプラグドの2進学習の例

図16　学年ごとの通学手段の表示例

図17　住所ごとの読書冊数の分布例

図19　CSアンプラグドの整列学習の例
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 7	 工学系教育の発展に向けて

2017 年度からは，全国の自治体で小学校のプロ
グラミング教育の準備が開始された．政令指定都市
や都道府県レベルでのプログラミング教育の取組み
も開始され，筆者も大阪市，茨城県などに協力を
行っている．今後は地域ごとの大学教員と学生，そ
して企業の技術者たちの専門性が必要とされる．小
学校ではプログラミングの入門，中学校では計測・
制御のプログラミングとネットワークのプログラミ
ングが中心となる．支援を行う場合には，特に小学
校においては学校教員と協力して児童の発達段階に
応じた指導を行う必要があることと，教科の学習目
標の理解に合わせたプログラミング教育を行う必要
があることに注意が必要である．
2019 年度以降は，高等学校の新学習指導要領解

説が公開されることから，高校でのプログラミング
教育の準備が開始される見込みである．高校での情
報教育は大学以降の高等教育での教育につながる内
容を扱う．また，教科「情報」は情報 Iと情報Ⅱの
2科目 4単位になり，センター試験に続く共通テス
トでは，将来的に情報を入試科目に含めることの検
討が行われている．二次試験に情報を出題する工学
系の大学が増えてくることも予想される．
本稿では 2020 年度から，小学校から高等学校で

行われる新教育課程での情報教育を紹介した．情報
が重視される背景には工学系の技術教育への期待が
ある．プログラミング教育を成功させることを通し
て，子供たちの技術への興味関心を高めることにつ
なげたい．
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 1	 はじめに

本論文の第一著者は 2008 年度から情報工学を専
攻する大学 1年生に向けたプログラミングの導入
授業・演習を，「アルゴリズム的思考」の教育と位
置付けて実施している（1）．ここではアルゴリズム的
思考を「与えられた問題を，決められた操作や制御
構造のみを組み合わせて解決する思考」と定義して
いる（2）．この思考はプログラムを作成するために重
要なものであり，プログラミング言語には依存しな
い．2006 年に Wing が提唱した Computational�
Thinking（3）（和訳「計算論的思考」（4）も存在する）に
おいては，シミュレーションなどの近似解の利用や
不確定な状況に対するヒューリスティックな推論な
ど，より高度な思考についても言及があるが，基礎的な
部分については共通した考え方であると考えてい
る．
上記の実践において，当初は語彙を統制した日本

語を用いた擬似コードを使用して問題の分解・整理
を行っていたが，後にビジュアルプログラミング環
境と授業運営機能を備えた学習支援システムATを
開発して導入した．また，新たな取組みとして自己

調整学習がプログラミング演習に与える影響につい
ての調査を行った．
本論文では，2.で本邦におけるアルゴリズム的

思考教育の状況について概観する．3.では過去に
行った実践とその評価について述べる．4.では学習
支援システムATの概要について述べる．5.では自
己調整学習がプログラミング演習に与える影響につ
いて述べる．最後に 6.で本論文をまとめる．なお，
本論文は研究会等で既発表の内容（1）,（2）,（5）を基に，大
幅に加筆・再構成したものである．

 2	 	本邦におけるアルゴリズム的思考教
育の状況

本邦におけるアルゴリズム的思考に関する研究
は，�1960 年代に端を発して以来（6）,（7）,（8），数多く行
われている（9）-（16）．文献（17）に詳述しているが，当初
は幾何算数の教授に際して論理操作を表現する手段
としてアルゴリズムモデルを適用するなど，教授行
為への応用から始まっている．1990年代以降には，
アルゴリズム教育の提案や実施例が数多く示されて
いる．ここでは，これらの事例を操作の体験・一般
化・記述という三つの行為に分類する．
操作の体験とは，問題解決のための手続きの概念

化を指す．ここに分類される多くの事例では迷路探
索（9）やハノイの塔（10），探索・並べ替え（11）,（12），組合
せ最適化問題（13）などの，アルゴリズムによって解

プログラミング導入演習に対して
学習支援システムと自己調整学習が与える影響の分析
An Analysis of Effects on Introducing a Learning Support System and Self-regulated 
Learning in Fundamental Programming Exercises

プログラミング導入演習に対して

國宗永佳　Hisayoshi Kunimune†　仲林　清　Kiyoshi Nakabayashi†

†  千葉工業大学，習志野市
  Chiba Institute of Technology，Narashino-shi, 

275-0016 Japan

Summary 筆者はプログラミングの導入授業を，与えられた問題を決められた操作や制御構造のみの組合せによって
解決する思考であるアルゴリズム的思考の教育と位置付けて，2008 年度から実践している．この実践に

おいて，当初は制約を加えた日本語によるアルゴリズムの記述を行っていた．しかし，個別指導に割く時間の減少などから学
習効果が低減したため，ビジュアルプログラミング環境と授業運営支援機能を有する学習支援システム AT を開発し導入した．
年度ごとの授業改善とシステムの改善によって，システム導入後に学習効果が向上したことが分かった．更に新たな取組みと
して，他の授業で自己調整学習に関して学ぶことが，プログラミングの導入授業の学習活動に及ぼす影響についての調査を
行った．本論文では，これまでの実践の概要と評価，学習支援システム AT の概要，自己調整学習に関する学びによる学習活
動への影響調査について述べる．

Key Words アルゴリズム的思考，プログラミング教育，ビジュアルプログラミング環境，自己調整学習
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決することに適した課題が用いられている．
操作の一般化とは，操作体験を帰納的に汎化させ

ることであり，特定の問題を解決した手法が，類似
の課題や一般的な問題の解決に適用できることを発
見させる事例や誘導している事例（11）,（12）が多く見ら
れる．
以上の操作の体験と一般化のプロセスは，アルゴ

リズム的思考に関する概念を理解している段階であ
ると考えることができる．一方，次の段階である操
作の記述では，概念化された手続きを特定の形式で
定式化することが求められる．この段階では，表現
上の制約を設けた言語（制約付き日本語（13），
Squeak（14），独自に設計した言語（15）など）や，アル
ゴリズムを記述するために標準的に用いられる図
（フローチャート，PAD（16）など）が多く用いられて
きた．これらの記述には PC上の開発環境が用いら
れることも多い．
本論文で述べる実践においても，操作の体験・一

般化・記述のプロセスについて，特に体験と記述に
重心を置いて教授している．操作の体験においては，
当初は並べ替えを題材としていたが，後に学習者が
想起しやすい状況を題材とした問題設定を行った．

 3	 授業実践と評価

従来プログラミングの導入教育を行う授業にお
いて，プログラミング言語の文法や，変数・配列な
どのデータ構造や制御構造などの基礎的な概念を教
える中で，問題解決のための分解・整理のための考
え方を経験的に養うという教育を行っていた．その
結果，アルゴリズムを十分に検討せずに，作成した
プログラムの動作から場当り的に問題点を修正する
学生が顕在化してきた．このような方法で正しく動
作するプログラムを作成することは困難であり，プ
ログラムを作成する前にアルゴリズムについて詳細
な検討を行う必要がある．
そこで，プログラミング言語教育を行う前段階の

授業に，プログラミング言語を用いないアルゴリズ
ム的思考教育を導入した．本章では，アルゴリズム
の記述に日本語による擬似プログラムを用いた
2008〜2009 年度の実践と，学習支援システムを導
入した 2010〜2012 年度の実践について述べる．

3.1　2008〜2009年度の実践
2008〜2009 年度の実践では，並べ替えを題材と

してアルゴリズムの学習を行った（17）．始めに学生
自身に数値を記入したカードの並べ替えを体験させ

た上で，それをアルゴリズムとして書き下すことの
難しさを伝える．この段階では，アルゴリズムを記
述する際に用いることのできる操作や制約などにつ
いて統制しておらず，学生ごとに異なる粒度の操作
を用いたアルゴリズムを考案している．その後，並
べ替えアルゴリズムの一部分となる最大値の選択や
値の入替えなどを記述するために必要となる変数や
配列，条件分岐，繰返しなどの概念や操作を順次導
入した．また，各回の授業で新たに導入した概念や
操作については，基本的な練習問題を提示し，学習
者が作成したアルゴリズムを教員が個別に添削指導
した．
以上のような手順で，最終的には簡単な並べ替え

アルゴリズムを実現するために必要な概念や操作と
その記述方法を導入した．プログラミング言語を学
習する前の学生に導入するアルゴリズム記述方法と
して，記述上の制約を設けた日本語を用いることに
した．その結果，例えば「なでしこ」（18）などの日本
語で記述可能なプログラミング言語に近い記述を行
うことになったが，先に述べた場当り的な実行がで
きないよう，アルゴリズムを紙上に手書きすること
になった．
2008 年度の授業実践では，上述のとおり並べ替

えを題材としていたため，二つの数値の比較による
最大値や最小値の探索と，値の入替えを主な話題と
して扱っていた．2008 年度の授業実践後，授業で
は扱わなかった，配列の操作を含まず数値の計算を
主体とした課題を提示した．これは割り算や余り算
を用いずに，与えられた数値が 3の倍数かを判定
する課題（3.3に詳述）である．その結果，授業
で扱った課題と授業実践後に提示した課題で共通し
た操作や概念が定着したことが分かった．一方，繰
返しの使い方については，授業内と授業実践後の課
題で次のような差異がある．前者では，数値が記入
されたカード（配列）の先頭から末尾までたどるよ
うに添え字を変化させる．後者では，与えられた数
値から一定の値（3）を下回るまで一定の値（3）
を引いていく．このような差異があった点について
は，十分理解できていないことが明らかになった．
そこで，2009年度には，2008年度の授業実践で

題材とした数値の比較や入替えに加えて，数値の計
算を主体とした課題（例えば，事前に昇順に並べら
れた重複を含むデータに対して順位を付与する課題）
も取り上げた．しかし，2008年度と2009年度で共
通して授業実践後に提示した課題（割り算や余り算
を用いずに，ある数値が3の倍数かを判定する）の
解答を比較した結果，改善が見られなかった（19）．
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3.2　2010〜2012年度の実践
2010 年度から，実行順序や変数の値の変化を強

く意識付け，アルゴリズムの動作に対する理解を深
めるために，各手順における変数の値の変化をト
レースする活動を導入した．また，学習支援システ
ムATを開発し導入した（20）．ATの概要については
4.で述べる．
ATは，ビジュアルプログラミング環境でプログ

ラムを作成・実行することができ，作成したプログ
ラムを電子的に提出することが可能である．また，
教授者も提出されたプログラムを実行することが可
能であるため，従来は紙に書かれたアルゴリズムの
動作を確認しながら行っていた採点の負荷が軽減さ
れた．
2009 年度の授業と比較すると，取り上げた題材

や導入の順序については同様であったが，上述のト
レース活動を導入した点と，ATを用いたことで採
点の負荷が下がり，個別指導の回数が増えた点が異
なる．また，ビジュアルプログラミングでは操作の
ブロックの選択・配置と変数名や数値の記述のみで
プログラムを作成できるため，日本語による記述の
制約についての説明が不要になった．この結果，概
念や操作の説明により多くの時間を割くことが可能
になった．
2010 年度の授業では，3.1末尾で述べた問題点

を踏まえて改善を行った．2009 年度と 2010 年度
の学生について，同一の課題の解答を比較した結
果，一定の改善が見られた（20）が，2008 年度の学生
との比較では改善が見られなかった．
そこで 2011 年度の実践には，以下のように使用

する要素や，取り上げる題材，課題の形式について
大幅な変更を行った（21）．使用する要素については，
繰返しの種類とデータ構造の絞り込みを行った．従
来，繰返しとしては for 型の繰返し（aから bまで
1ずつ増加しながら繰り返す）と，while 型の繰返
し（条件が成立する間繰り返す）の 2種類を使用
していた．しかし，両者はほぼ同等であるため，
while 型の繰返しのみを扱うことにした．また，
データ構造については変数と配列を導入していた
が，題材の選び方によっては配列の概念は必須では
ないと考え，変数のみを導入した．
配列を導入しないため，従来取り上げていた並べ

替えを題材とすることが困難になった．そこで，
データ構造として変数のみを用いて実現可能な題材
を複数用意した．また，問題自体の理解を容易にす
るために，日常生活（お釣りの硬貨の枚数，バスの
運賃計算など）や高校までの学習内容に現れる事柄

（輸血可能な血液型の組合せなど）を題材として多
く取り上げた．
従来の実践においては，提示した問題を解くアル

ゴリズムを一から作成させる形式の課題を提示して
いたが，アルゴリズムを作成することが困難な学生
も存在した．そこで，課題を読み動作を答える形式
や，アルゴリズムの一部を穴埋めする形式など，解
答形式の異なる課題も提示し，ある問題を解くため
のアルゴリズムをどのように構成するかを知る機会
を増やした．これらの課題の難易度や適切性につい
ては，学習者や課題の分析に広く用いられる S-P 表
（22）などを用いて評価を行い（23），年度ごとに改善を
重ねている．
また，従来はその日の授業で取り扱った操作に焦

点を当てた課題を提示していたため，用いる操作を
推測しやすい状況であり，問題に応じて使用する操
作を適切に選ぶという過程が重視されていなかっ
た．そこで，課題演習と解答の解説を主とした授業
を設け，課題を解く機会と，必要な操作の選択につ
いて考える機会を増やした．
2012 年度の実践では，ATにステップ実行機能

を追加した．このことによって，従来実施していた
トレース活動と同様に，システム上で作成したアル
ゴリズムの動作を順に追うことが可能になった（24）．
また，各自で動作の確認を十分に行うことができる
ようになったため，従来は板書や資料提示によって
行っていた動作の提示を，各自で確認するように変
更した．このことによって，各操作の導入に必要な
時間が短縮され，課題演習により多くの時間を割く
ことが可能となった．

3.3　評価
上述した実践について，評価を行った．アルゴリ

ズム的思考の授業は毎年度，学部 1年生の前期に
実施した．授業の実施後，夏休みを挟み，後期に実
施している授業の第 1回目において，毎年度同一
の課題を提示した．
課題は「30以下のある整数N が，3の倍数であ

るかを判定し，『3の倍数である』または『3の倍
数ではない』という結果を表示するアルゴリズム
を，除算と剰余を用いずに作成する」というもの
で，解答時間は 30 分間としている．2008 年度か
ら 2011 年度までは解答を紙に書いていたのに対し
て，2012 年度にはATで解答を記述した．紙面で
の解答と同様の状況にするために，ATではプログ
ラムを実行できない状態にした．
この課題の解答に対して，下記の五つの評価項目
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を設定し，それぞれを満たしていれば 1点，満た
していなければ 0点とし，5点満点で採点を行っ
た．

（1）�大枠の構成�
繰返しの中で何らかの判定を行っている

（2）�3 の倍数の判定�
3 ずつ足すか引きながら判定している

（3）�両端の判定�
N の全ての場合について判定している

（4）�単純なミス�
文法的な誤りなどを含まない

（5）�論理的なミス�
変数の初期化忘れ，結果の複数回表示など
を含まない

AT の導入前（2008〜2009 年度）と導入後
（2010〜2012 年度）に分け，各項目について帰無
仮説を「導入前後の平均値に差はない」，有意水準
を 1％としてWelch の検定を行った．この結果，
（3）以外の項目において導入後に有意な改善があ
ることが分かった．各項目における合計点の平均値
と標準偏差（括弧内），p値を表 1に示す．
導入前後においてはATの有無だけでなく，課題

形式の多様化や，授業展開の改善，課題数の増加な
ど様々な授業改善も並行して行っており，各項目の
平均値が向上したことについて，一概にATを導入
したことによる効果ということはできない．しか
し，ATを導入することによって，学習者が個別に

基礎的な概念の確認を行うことが可能になり，教員
の課題採点の手間も軽減されるなどしたため，課題
の添削などの個別指導や課題演習に割く時間が増加
した．このことが特に評価項目（1），（2），（5）の
理解向上に寄与したと考えている．
評価項目（4）については，導入後の平均値が高

く，中でも 2012 年度の平均値が高い（2008 年度
から順に，0.74，0.68，0.79，0.89，0.95）．導入
前と 2010 年度は書き方に制約を加えた日本語に
よって解答を紙上に記述していたのに対して，
2011 年度はビジュアルプログラミングのブロック
を簡易化したものを紙上に記述した．また，2012
年度はAT上で記述したため，文法的な誤りがほぼ
なくなったことが原因である．
一方，評価項目（3）については個別指導の量や

課題数による影響が見られず，効果的な学習が行わ
れていない可能性がある．また，今回評価を行った
問題と異なるタイプの問題に対する解決能力につい
ても確認し，学習効果を測定する必要がある．

 4	 学習支援システムAT

3.1で述べた 2008〜2009 年度の実践ではアル
ゴリズムを日本語で記述していたが，計算機で実行
できないため提出物の評価に掛かる負担が大きく，
個別指導に十分な時間を割くことができないという
問題があった．この問題を解決するためには，計算
機で実行可能なプログラミング言語による記述に変
更する必要があったが，以下の 2点の問題が考え
られた．
•� �アルゴリズムの誤りに対する場当り的な対応
が可能になること

•�文法誤りなどへの対応が必要になること

前者の問題については，教員がプログラム実行の
可否を制御することで対応することにした．そのた
め，教員が試行錯誤を行うべきと考える場合には制
限なくプログラムを実行することが可能である．
後者の問題については，岡本ら（25）が「写経型学

習」における初学者のつまずきのうち，「非本質的
な認知的負荷を伴う学習過程によるつまずき」とし
て位置付けている．ここでは以下のような事例が挙
げられており，写経型学習に限らずプログラミング
学習の初期に共通した問題であると考えている．こ
のような学習のつまずきを避けるために，ビジュア
ルプログラミングに着目した．
“「expected�‘;’�before�‘return’」という「return」

表1　ATの導入前後における各評価項目平均点
（括弧内は標準偏差）

項目 導入前
N=187

導入後
N=271 p 値

（1） 0.82
（0.38）

0.95
（0.22） 7.47e-5**

（2） 0.78
（0.41）

0.91
（0.29） 3.44e-4**

（3） 0.80
（0.40）

0.82
（0.39） 0.649

（4） 0.71
（0.45）

0.88
（0.32） 1.35e-5**

（5） 0.42
（0.50）

0.64
（0.48） 3.26e-6**

合計 3.50
（1.66）

4.21
（1.22） 1.16e-6**

（**：p<0.01）
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という命令の前に文法エラー（syntax�error）があ
るという表示から該当箇所を発見することができな
い”（文献（25）から引用）

4.1　ビジュアルプログラミングの特徴
ビジュアルプログラミングとは，図形の組合せに

よってプログラム作成を実現することである．例え
ば，プログラムの処理の流れを記述するフロー
チャートから実際に動作するプログラムを作成する
ことのできる PenFlowchart（26）や，マサチューセッ
ツ工科大学において開発され，近年本邦においても
小学生など初学者を対象としたプログラミング教室
などで多く使用されている Scratch（27）,（28）のような
ビジュアルプログラミング環境が多数開発されてい
る．
これらの特徴は，上述したように図形の組合せに

よってプログラムを作成できることにある．それぞ
れの図形は，形式言語によるプログラミングにおい
て入力されるキーワードなどを表現したものであ
る．そのため，ビジュアルプログラミング環境にお
いては，プログラム作成者が自ら決める必要のある
名前や値など，必要最小限の文字を入力するだけで
プログラムを作成することができる．この特徴によ
り，文法誤りを起こさずにプログラムを作成するこ
とができる．

4.2　ATの概要
筆者が開発しているATは，上述した特徴を備え

たビジュアルプログラミング環境を提供する．ほか
のビジュアルプログラミング環境にない特徴とし

て，以下のような授業運営支援機能を備えている．

•��学習者によるプログラム動作の確認を支援す
る

•��教員が作成する課題と，学習者が作成するプ
ログラムを体系的に管理し，教員・学習者間
で共有する

•��教員が各学習者のプログラムに対して直接評
価・指摘を与えられる

•��教員による成果物の評価を支援する
　
また，ATはWeb アプリケーションとして実装

されているため，PCやタブレット端末など様々な
環境において利用可能である．
ATは主に以下の機能を有する．

•��ビジュアルプログラミングエディタ（図１）
図形（ATではブロックと呼んでいる）による
プログラムの作成・実行・提出

　Google 社による Blockly（29）を基に開発
•��学習者用画面
教員が提示した課題の内容や採点結果を確認

•��教員用画面
学習者に提示する課題の編集や採点の支援（図
２）

•��管理者用画面
システムに関わる情報（ユーザ情報など）の
管理

学習者は図１左側のメニューから必要なブロッ

図１　ATのビジュアルプログラミングエディタ
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クを選択し，図１中央部でブロックを接続すること
によってプログラムを作成する．本実践ではATを
用いた授業を行った後に実施されるC言語による
プログラミング科目に接続する必要があるため，基
本的にはC言語のプログラムと直接対応するよう
なブロックを用意している．ただし，例えば「もし
〜ならば」，「〜の間，繰り返す」のように，表現に
ついてはなるべく平易なものを用いている．
またプログラム実行時に，事前に設定した任意の

ブロックで一時停止できる機能や，変数の値の変化
とプログラムによる出力を逐次表示する機能（図１
右側）によって，学習者がプログラムの動作を確認
することを支援している．
学習者が提出した解答（プログラム）について，

教員がシステム上で評価しコメントを付与すること
ができる．加えて，解答の評価を支援する機能とし
て，教員がプログラムに対する入力と出力の組（テ
ストケース）を複数設定すると，それぞれの解答に
ついてどのテストケースと合致したかを自動的に判
定する機能を有する．例えばテストケースとして正
しいプログラムにおける入力・出力の組や，典型的
な誤りを含むプログラムにおける入力・出力の組な
どを設定すれば，それぞれの解答の動作を教員の目
で詳細に確認することを大幅に省略することが可能
となり，解答の評価を効率的に行うことができる．

 5	 	自己調整学習がプログラミング演習
に与える影響

近年，「自律的な学び」あるいは「学び方の学び」
が注目されている（30）．自己調整学習（SRL:�Self-
Regulated�Learning）（31）は，そのための一つの理論
体系である．知識だけでなく，学習を促進するため
の学習方略，自分の理解状態を確認するメタ認知，
学習目標達成に向けた自己効力感などを包括的に捉
え，学習者自らがこれらを意図的に制御することを
重視している．
プログラミングでも，受け身に講義を受講するだ

けではなく，教授された知識を能動的に確認・活用
することの重要性は従来から指摘されている（32）．
また，大学入学者にはプログラミング経験がないも
のも多数含まれ，過去の学習経験における学習方略
やメタ認知技能などを新たな学習主題に転移させて
活用する必要が生じる．
本論文の第一著者は 2017 年度に現所属に異動

し，2018 年度から学部 1年生前期のプログラミン
グ演習授業を担当している*．一方，第二著者は，
2015 年度から同じく 1年生前期に SRL を促進す
るための授業を実施していた．そこで，この授業

＊　 内容は前述のものに配列を加えたもので，並べ替えや探
索を扱う代わりに，プログラム動作をトレースする課題
で，基礎的概念の理解確認，問題解決に至る分解・整理
の方法の習得を図っている．

図2　ATの教員用画面の一例
各学生が提出したプログラムが各行，教員が作成したテストケースに基づくプログラムの
採点結果が右側のボタンの列に対応する（緑＝正常，黄＝異常，赤＝実行時エラー）を示す．
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が，プログラミング演習授業の受講意識に与える影
響について調査・分析を行った（30）．

5.1　SRLとプログラミング
SRL は，予見，遂行，自己内省の各段階から成

る個人的フィードバックループとしてモデル化され
る（31）．予見段階は，学習に先立って，自己調整の
準備と自己動機付けを行う段階である．遂行段階
は，実際の学習や課題解決に対応し，セルフコント
ロールと自己観察から成る．自己内省段階は，学習
や課題解決の結果を自己評価し，その結果の原因を
自身の能力，努力，方略に帰属させ，次の学習の予
見段階への結び付けを行う．
プログラミングの学習においても，処理の「意

味」を考え，学んだ知識を能動的に新たな課題に活
用することが求められ，SRL は重要な役割を果た
す．上記のフィードバックループは，課題を与えら
れてからプログラムを完成させるまでの過程に対応
する，と考えると分かりやすい．例えば，予見段階
では，課題の目標設定や課題を解く学習方略の計画
を行う．つまり，プログラムの完成形をイメージ
し，そのために自身の有するプログラミング技法を
どう適用すればよいかの見通しを立てる．この見通
しが明確な学習者は課題に対する自己効力感が高ま
り，不明確な学習者は自己効力感が低いまま行き当
りばったりでプログラムを書き始めてしまう．次の
遂行段階は，実際にプログラムを作成する過程に対
応する．SRL の重要な学習方略の一つに「イメー
ジ化」があるが，これはプログラミングでは，例え
ば，静的なコードが動的にはどのような動作になる
かを，図などの表象でイメージすることを意味す
る．また，自分の認知過程に対するメタ認知も重要
である．これには，自分が作成しているプログラム
の意味をしっかり理解できているかどうかを自らに
問い掛けるセルフモニタリングなどが含まれる．最
後の自己内省段階は，結果の振返りを行う段階であ
る．例えば，テストの結果が悪かった原因が，アル
ゴリズムの理解不足なのか，文法知識の不足なのか
が特定できれば，次に向けた学習方略の適応的計画
が可能になり，自己効力感を維持できる．しかし，
そもそも自分の学習能力が不足している，と判断し
てしまうと，具体的な方略が計画できず，自己効力
感も低下して学習回避的行動につながってしまう．

5.2　SRLの授業の目的と構成
SRLに関する教育実践事例の多く（31）は，数学や英

語など特定の科目の中で学習計画を立案させるなど，

前節で述べたSRLの各段階を学習者に意識させる直
接的な働き掛けを行うものである．しかし，本実践
の授業は，特定の科目には依存せず，学習者が SRL
の理論を自らの学習経験と結び付けて内省・概念化
し，以後の学習活動におけるメタ認知や学習方略の
意識的な活用を促進することを意図している（30）．大
学生は既に多くの学習経験を有しているはずであ
り，その経験が SRL の観点から解釈できることに
気付かせ，以後の学習行動の意識的修正を促すこと
を目的としている．
そのために，授業設計にはドキュメンタリービデオ

とオンラインレポート提出を組み合わせた枠組み（33）を
適用している．この枠組みでは，構成主義的な学習観
に基づき①学習者の既有知識・経験の活用 ,②主題に
関する真正な状況・文脈の提示 ,③他者と自らの考え
を対比する機会の提供,という方針を取る．�
授業は 4こまの構成である．SRL を含む体系的

知識の説明，ビデオ視聴，レポート提出と配布を行
う．ビデオは 25 分程度のものを 2本視聴させる．
その一つは，数学に対して自己効力感のない中学生
に対して塾講師が自律的な学習目標設定を促し，中
学生が明確な目標を持って適応的に学習するように
なるまでの様子を描いている．このビデオについ
て，「塾講師が女子生徒の学習を促進するために
行っていることを，自分の学習経験と結び付け，
SRL の観点から説明せよ」（「女子生徒」は，上述
の「中学生」と同一人物である）というレポート課
題を課す．次の授業で，提出されたレポートを全員
に配布し，教員が内容を適宜紹介して，自他の考え
を比較・吟味させる．その上で，更に踏み込んだレ
ポート課題として，「ほかの人のレポートも参考に
した上で学習理論・動機付け・自己学習の概念を用
いて，学習が促進されなかった要因，指導者が学習
者に対して行っていた働き掛けとその意図，指導者
が行った働き掛けの効果とその理由」などを問う課
題を提示して，同じビデオを視聴後，次の授業で再
度レポート配布，紹介を行う．授業後に事後アン
ケートを行う．

5.3　調査方法
プログラミング演習受講意識の調査にはMoti-

vated� Strategies� for� Learning�Questionnaire�
（MSLQ）（34）を用いた．MSLQの下位尺度は「自己
効力感」，「内発的価値」など五つである．今回は，
「その科目で教わる内容を，必ず理解できると思う」
など 9項目から成る自己効力感と，「勉強するとき，
重要な事柄を自分の言葉に置き換える」など 13項
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目から成る認知的方略の使用について調査した．
同曜日の午前に SRL 授業を含む専門導入科目，

午後にプログラミング演習授業が開講されており，
表２に示すスケジュールで調査を行った．プログラ
ミング演習授業では第 9週までに基本的な概念の
導入と，各週で導入された概念の理解を確認するた
めのプログラム作成演習を実施した．第 10〜13週
では全ての概念を用いたプログラムの読解・作成演
習を実施した．第 14，15週には期末試験と授業の
まとめを行った．この中で，MSLQ調査を，入学
直後（第 1週），SRL 授業実施前（第 9週），実施
後（第 13週），期末試験実施後（第 15週）の計 4
回実施した．なお，プログラミング演習授業内で
は，SRL を促進するような特別な働き掛けは行っ
ていない．
SRL 授業では，第 1週目に入学時アンケートを

実施し，プログラミング経験の有無などについて調
査を行った．事後アンケートから授業の主観的理解
度を求めた．アンケートは，ビデオ，レポート，授
業全般に関する設問 31問で構成されている（35）．因
子分析を行ったところ，第一因子が「大学での学習
を進める上で参考になった」，「学び方に関する考え
方が変わった」，「ビデオを二度視聴して理解が深
まった」，「ほかの人のレポートを見て理解を深める
ことができた」など，授業全体やビデオ，レポート
による学習主題の理解に関わる項目を含んでいたた
め，これを授業の主観的理解度とした．

5.4　調査結果
レポート・アンケートを全て提出した 123 名の

学習者を，前述した授業主観的理解度の高低と入学
前のプログラミング経験の有無によって群に分け，
2×2×4 混合計画の分散分析を行った．
図３の自己効力感については，学習者全体に，入

学時から SRL 授業前の間に値が有意に低下し，
SRL 授業後，テスト後と順次上昇していた．これ
は，自己効力感が，プログラミング演習前半で低下
し，SRL 授業によって向上に転じた，と解釈する
ことができる．
図４の認知的方略の使用については，プログラミ

ング経験有群，及び，授業主観的理解度高群で，
SRL 授業後からテスト後にかけて，値が有意に上
昇した．これは，SRL 授業によって，学習者が，
イメージ化やメタ認知などの認知的学習方略を意識
し，プログラミング演習のテストの準備・受験を通
じて，これらの学習方略を活用した結果，と解釈す
ることができる．また，今回詳しく確認していない

が，SRL 授業後からテスト後の認知的方略の使用
と自己効力感の間には有意な相関が見られ，互いの
向上が関係していることが考えられる．
一方，プログラミング経験無群，及び，授業主観

的理解度低群には，認知的方略の使用の向上は見ら
れなかった．特に，授業主観的理解度の高低群の間
には，一貫して認知的方略の使用に差が見られる．
元々認知的方略の使用にたけた学習者は，SRL授業
をよく理解できたと感じ，プログラミング経験がな
くてもSRL授業で意識した学習方略をプログラミン
グ演習で活用することができた可能性がある．

表2　授業・調査のスケジュール

週 専門導入科目 プログラミング
演習授業

1 入学時アンケート MSLQ1

9 事前アンケート MSLQ2

10 ～ 12 SRL 授業

13 事後アンケート MSLQ3

14 期末試験

15 MSLQ4

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

初回 SRL
授業前

SRL
授業後

テスト後

高有

高無

低有

低無
高/低：SRL授業主観的理解度
有/無：プログラミング経験

17名

44名

20名

42名

図3　自己効力感の変化（7件法）

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

初回 SRL
授業前

SRL
授業後

テスト後

高有

高無

低有

低無

高/低：SRL授業主観的理解度
有/無：プログラミング経験

17名

44名

20名

42名

図4　認知的方略の使用の変化（7件法）
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 6	 まとめ

筆者はプログラミングの導入授業をアルゴリズ
ム的思考の教育と位置付けて実践を行ってきた．ま
た，各年度の実践における学習効果の検証に基づい
て授業の改善や学習支援システムの開発・導入を
行った．その結果，システムの導入後の学習効果が
有意に向上したことが分かった．また，2018 年度
には新たな取組みとして，自己調整学習について学
ぶことがプログラミング演習授業における学習活動
に及ぼす影響についての調査を行った．その結果，
入学前にプログラミング経験を有する学習者や，自
己調整学習に関する授業への主観的な理解度が高い
学習者において，自己効力感や認知的方略の使用に
良い影響があることが分かった．
今後も学習効果の確認を行った上で，プログラミ

ング演習授業及び授業支援システムの改善を行う必
要がある．また，プログラミング経験のない学習者
や主観的な理解度が低い学習者についても，自己効
力感や認知的方略の使用について向上するような取
組みを行いたい．
謝 辞　 本 研 究 は JSPS 科 研 費 JP19300285，

JP22300286，JP23501103，JP26350284，
JP26560127，JP15K01023，JP16H03074，
JP18H03346 の助成を受けたものです．
本論文で取り上げた実践に初期から共同で取り

組んできた，信州大学の不破　泰教授，香山瑞恵教
授，新村正明准教授に感謝申し上げます．
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 1	 	インストラクショナルデザインとは
何か

インストラクショナルデザイン（ID：Instructional 
Design，以下 ID と略す）は，「教育活動の効果・効
率・魅力を高めるための手法を集大成したモデルや
研究分野，またはそれらを応用して教材を作成した
り，授業・研修を実施するプロセス」（1）を指し，応
用可能分野は広範に及ぶ．日本では，2000 年頃か
らの e ラーニングの浸透とともに注目を集めるよ
うになった用語であり，片仮名で，または ID と略
して表記されることが多くなった（2）〜（4）．それ以前
から欧米では教育工学の中心的概念として広く用い
られてきており，半世紀の間，研究成果を蓄積して
きた．日本語訳としては，授業設計，授業デザイ
ン， 教授設計，教育設計技法などが当てられてきた

（5），（6）．
表 1 に ID 必要度チェックリスト（7）を示す．各

項目に対して，「はい・いいえ・分からない」で答
えることで必要度を自己診断するツールである．も
し表 1 の質問全てに「はい」と回答できない場合，
ID のノウハウの何かを活用する余地がある．「いい
え」や「分からない」が多い場合，ID プロセスの
最初から最後までを実行することが必要である，と

診断することができる．言い換えれば，ID は表 1
の問いそれぞれに対するヒントを提供していると言
うことができる．

ID が目指すのは，教育活動の効果・効率・魅力
を高めることである．教育活動の効果とは，活動の
目標として設定したゴールに近づいた度合いであ
る．より多くの学習者が，よりゴールに近づく活動
を効果的な活動という．教育活動の効率とは，コス
トの削減を教育の効果を保ちつつ実現することを指
す．コスト効果とも呼ばれ，同じ効果が達成される
のであれば，人・金・̒ もの ・̓時間を削減すること
を目指す．教育活動の魅力とは，「もっと学びたい」
と思って終わる度合いを指す．より多くの学習者
が，「もうやりたくない」と思って終わるのではな
く「もっとやりたい」と思う状態で教育活動を終え
ることを目指す．ID は，教育活動の効果・効率・
魅力を高めるための要素を同定し，最適な組合せを
モデル化・理論化し，教育実践の質向上に資する研
究成果を蓄積してきている．

ID の応用可能分野は広範に及ぶ．幅広い領域で
の教育活動を設計するための基礎理論として，情報
技術者や医療専門職，営業職などの職業人教育訓練
の実践（8）をはじめ，初等中等教育（9）や高等教育（10）

でも活用されてきた．応用の粒度も様々である．人
の学びのプロセスに従って対面授業をどう組み立て
るかという小規模・短期間の設計から，人の成長を
長期にわたって支援するためのカリキュラムや学習

インストラクショナルデザイン
―学びの「効果・効率・魅力」の向上を目指した技法―
Instructional Design: Techniques to Improve Effectiveness, Efficiency, and Engagement of 
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環境，あるいは学びを促進するための仕組みや制度
をどう用意するかという大規模・長期間の設計ま
で，多様な分野領域での実績を踏まえて，多くの理
論やモデルが提案されてきた（11）．

ID れい明期の 1963 年に，米国の教育工学者ロ
バート・メーガーが教育設計の三つの質問を提案
し，教育への合目的的アプローチの重要性を指摘し
た（文献（5）の第 1 章「個人差への対応を整理す
る枠組み」）．

（1） Where am I going? 
 （学習目標：どこへ行くのか？）

（2） How do I know when I get there?
  （評価方法：たどり着いたかどうかをどうやって
知るのか？）

（3） How do I get there?
 （教授方略：どうやってそこへ行くのか？）

合目的的アプローチとは，学習の目的，すなわち
何ができるようになることを目指した学びかをまず
明らかにし，その上でその目的を達成するための方
法を設計していくという手順を指す．ゴールから逆
算して設計するアプローチで，「逆向き設計」（12）と
いう名称で近年，注目されている．ともすると「ど
うやって教えるか・学ぶか」という第 3 の問い

（How）をまず考えがちであるが，その前にどこが
ゴールか（What）を特定することの重要性に着目
した提案である．ゴールを確実に達成するという意
味で教育の効果向上につながり，ゴールと現状との
ギャップに着目して必要な活動だけに取り組むとい
う意味で教育の効率の向上にもつながる．以来，

ID の基盤となっている考え方である．
以下，メーガーの三つの質問に即して，解説して

いく．

 2	 教育活動のゴールの整理：学習目標

教育活動のゴールの整理枠としては，ブルームら
の研究チームによる学習目標の分類学（タキソノ
ミー）が最も広く知られている．1950〜60 年代に
米国の国家的プロジェクトとして取り組まれ，認
知・情意・精神運動の 3 領域における学習成果を
それぞれ階層的に捉える枠組みにまとめた（文献

（11），pp. 164-165）．中でも認知的領域の研究成
果は広範囲の教科領域の教育目標や評価方法の設定
に影響を与えてきた．

ブルームの分類学は元々，大学の評価担当専門家
会議の議論から始まったものである．テスト項目の
情報を交換し，カリキュラムやテストを構成する際
に体系的な目標構造を土台とするために，認知的領
域の学習目標を知識・理解・応用・分析・統合・評
価の 6 階層に分類する枠組みを提案した．単に記憶
した知識の有無を問うのではなく，より高度な知的
能力や技能が要求される問題を出題するべきだとし
た．ブルームの分類学は，今世紀になって改訂版（13）

が提案されるなど引き続き活用されているが，ブ
ルームが 60 年前に警鐘を鳴らした「暗記すること
をゴールとしない」という課題は，現在でも大幅に
改善されているとは言いにくい状況ではないだろう
か．

ID では，学習目標を明確に記述するためには三
つの要素が必要であると言われてきた（文献（6）

表1　ID必要性チェックリスト（7）

□　私は，受講者が誰でどんなニーズを持って教育を受けに来るか知っている．

□　私は，教育内容として要求されること全てを熟知している．

□　私の受講者は，教育で何を身に付けなければならないか常に把握している．

□　私が作る教材は，常に教育内容と受講者のニーズにマッチしている．

□　私が用いる教育方法は，常に最も効果的なものである．

□　私は，受講者が身に付けるべき事項を身に付けたかどうかを把握している．

□　私は，教育成果が職場で活用されているかどうかを把握している．

□　私は，常に最も費用対効果が高い教育方法を実現している．

□　私の教育は，常に私と受講者双方にとって最も時間を節約できる．

□　私が実施する教育は，職場のニーズにマッチしている．

注：�G.Piskurich,Rapid�instructional�design:�Learning�ID�fast�and�right,�Jossey-Bass/Pfeiffer，
2000.�p.11を鈴木が邦訳したもの
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の第 4 章，文献（11）の pp.156-157 など）．「理
解する」や「身に付ける」という曖昧な表現を避け
て行為動詞を用いること，合格の基準をあらかじめ
設定すること，そして，評価の条件を明示するこ
と，の三つである（表 2）．

暗記を目指すことを避けるためには，応用力を試
す問題を出し，その基礎となる覚えるべき事項を列
挙した紙を見ながら答えてよい，という評価の条件
を設定することが有効である．持込みなしのテスト
から持込みありへの変換も同様な効果がある．基礎
から応用へと目標レベルを順次高めていくアプロー
チをやめて，できるだけ早い時期に高次の目標（例
えば，改訂ブルームの最高位である「創造する」）
を据え，学習者のオリジナリティが表出できるよう
な課題の達成を目指すことも有効である．

とりわけ，検索すれば情報が手軽に得られる高度
情報社会にあっては，知識を暗記することの意義が
相対的に低下していることを踏まえ，何を学びの
ゴールとして設定するかを改めて見直す必要があ
る．基礎から応用ではなく，応用にチャレンジする
中で基礎を身に付けるという順序を採用することの
意義は，教育の効果のみならず，魅力を高めるため
にも不可欠ではないだろうか．

 3	 教育活動における成果の確認：評価技法

ID でデファクト標準になっている評価の枠組み
に，カークパトリックの 4 段階モデルがある（表
3）．教育活動の評価で最も頻繁に行われるのは受
講者アンケートであろう．参加して良かったと思う
か，同僚に勧めるか，などの項目を用いて印象を多
段階で評価してもらったり，あるいは良かったこ

と・改善を要することなどを自由記述で答えてもら
う．これは 4 段階モデルではレベル 1「反応」に当
たる．反応が望ましくなければ改善につながる有用
なデータとなる一方で，大して良いとは思ってなく
ても好意的な回答が得られてしまうという問題が指
摘されており，アンケート結果が良くても素直に喜
ぶことはできない．

ID で重視するのは，学ぶべきこと（学習ゴール）
が学べたかという点であり，これはレベル 2「学習」
に相当する．レベル 1 だけでなくレベル 2 での評
価を行うべきであるとの主張である．メーガーの質
問 2（たどり着いたかどうかをどうやって知るのか）
はレベル 2 の評価に相当し，学習目標として掲げ
たことが達成できたかどうかを直接的に確認するこ
とが求められる．知識であれば暗記テストでよい
が，応用力や創造するレベルの学習目標を掲げてい

表２　目標を明確にするための3要素

目標行動：行動で目標を表す

目標明確化の第 1のポイントは，学習者の「行動で」目標を表すこと．「…を理解する」，「…を知る」，「…に気付く」という
ような目標は，学んでほしいことをそのまま記述していると言える反面，うまく教えられたかどうかをどうやって確かめたら
よいのかが明確でない．評価方法が分かるように行動化する．その際，無駄な暗記は目指さずに，職場で求められる行動に近
づけるとよい．

評価条件：評価の条件を示す

目標明確化の第 2のポイントは，目標行動が評価される条件を明らかに示すこと．条件には「電卓を使って」や「辞書持込
み可で」，「ジョブエイドを使いながら」，「一覧表を参照しながら」のように，学習者が目標行動を行うときに何を使ってよい
のか，あるいはどのような制限があるのかを示す．丸暗記だけが研修の目標ではない．職場で求められる条件に合致させる．

合格基準：合格基準を示す

目標明確化の第 3のポイントは，合格基準を記述すること．「全問正解」とか，「与えられた五つの目標の中で四つ以上は」など．
その他の基準として，「1分以内で泳ぐ」のような速さや「誤差 5％以内で測定する」のような正確さを明らかにするものを
目標に含める場合がある．職場で求められる習熟度に合致させる．

注：文献（14）の表 5︲1を p105 から再掲した．

表３　カークパトリックの4段階評価モデル

レベル 評価項目 データ収集ツール

1．反応
[Reaction]

参加者は教育に対
してどのような反
応を示したか？�

・受講者アンケート

2．学習
[Learning]

どのような知識と
スキルが身に付い
たか？�

・事後テスト
・パフォーマンステスト

3．行動
[Behavior]

参加者はどのよう
に知識とスキルを
仕事に生かした
か？�

・フォローアップ調査
・上長アンケート

4．結果
[Result]

教育は組織と組織
の目標にどのよう
な効果をもたらし
たか？�

・効果測定チェックリスト
・ROI（投資利益率）指標

注：文献（15）の表 6︲2�（p.96）を再掲した．
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る場合は，暗記テストで評価するだけでは不十分で
ある．未知の応用問題を解いてもらったり，制約条
件を与えてオリジナルな企画や作品を作ってもらう
レポートを課したり，あるいは実際に演じてもらい
チェックリストで評価する等の妥当な方法を採用し
なければならない．

教育活動が受講後の職場での行動変容を目指す
場合には，レベル 2 にとどまらず，レベル 3「行
動」の評価が必要になる．研修を行った結果として
職場での行動に変化が見られないのであれば，その
研修は無駄だったと考える立場からは，レベル 2
で終始する教育は「お勉強」というレッテルを貼ら
れ，役に立たないことに時間を割いたと非難されて
も仕方ない．そもそも教育活動を企画する時点で，
職場のどのような課題に寄与するものなのかを明ら
かにし，教育活動の内容や目標を設定しておくこと
でレベル 3 の評価に耐えられる教育活動とするこ
とが推奨されている（文献（14）の第 4 章）．研修
を現場のニーズに応じたものにすることで，研修前
からレベル 3「行動」の変化をデザインしようとす
るアプローチである．

教育活動に投資したリソース（人・金・ʻ もの ʼ・
時間）が相応のベネフィットや利益などを産み出
し，組織目標の達成に貢献したかどうかを確認する
評価は，次のレベル 4「結果」である．教育活動に
余裕があるときにだけ行われるものであり，それを
担当する部署はコスト部門だという位置付けが一般
的であるかもしれない．そうではなく，将来への投
資である，と主張するためには，ベネフィットは何
かを見据えて何にどの程度の投資を行うかを判断
し，その計画に見合った「結果」が出ているかどう
かをチェックする必要があろう．

 4	 教育活動の手段・方法：教授方略

教育活動のゴールが設定できたら，次に検討する
べきは教育活動の手段や方法である．ストラテジー
の訳語として「戦略」を避ける意味で，教授方略と
いう用語が使われる．メーガーの第 3 の問い「どう
やってたどり着くか」を検討することを意味する．

教授方略を検討する際，まず基盤にすべきモデル
は図 1 に掲げる TOTE モデルである．TOTE モデ
ルは，空調機の温度自動調節に用いられているアル
ゴリズムであり，Test-Operate-Test-Exit を意味す
る．つまり，設定温度より下がったら駆動させ，設
定温度になったら駆動をやめる．これを教育活動に
当てはめると，まず教育をする前の状態をテストし

（これを事前テストと呼ぶ），合格であれば活動終
了，不合格であれば何らかの活動を行い，再度テス
ト（これを事後テストと呼ぶ），合格であれば終了
するが，不合格であればもう一度活動のループに戻
る．常にゴール（出口）への到達状況を監視し，教
育活動が一定の成果を上げたらその時点で終了する
ことで，効果と効率の向上を目指すモデルである．

表 4 に TOTE モデルに基づく研修で従来型の研
修がどのように変化するかを示す．TOTE モデルを
採用することで，これまでに多くの教育事例で問題
と感じられてきたことの多くが解決できる可能性が
読み取れる．一方で，全員が一斉に始めて時間が来
れば一斉に終わる従来型のスタイルに比べると，達
成状況の管理の手間が掛かり，教育担当者がより多
くの責任を負うことになる．教育活動の効果や効率
を高めることが求められているのでなければ，従来
型の研修を続けることが得策かもしれない．

TOTE モデルに従って教育活動の手段・方法を検
討する際に条件となるのは，テスト（T）方法の確
立であり，これは簡単でないケースが多い．しか
し，その条件が整ったときには，最も効率的なの
は，テスト（T）のみを教育担当者が請け負い，操
作（O，すなわち学習活動）は学習者自らが分担す
ることである．実際，最初から合格する人は，「操
作」（予習）をあらかじめ自分で行ってきたから合
格できたのであり，そういう人にはそれ以上手を掛
ける必要はない（時間の無駄になる）．むしろ，な
かなか合格できない人にどのような援助を提供する
のがよいか，という観点から，教育活動の手段・方
法を検討するという発想が求められると言えよう．

援助が必要な人にどのような手を差し伸べたら
よいかを考える上で，米国心臓協会（AHA）がま
とめた教育設計についての提言は参考になる（表
5）．AHA は，これまで取り組んできた心肺そ生術
の訓練が最善のものとは言えないと断言し，心停止

図１　TOTEモデル
注：文献（14）の図1－1（p.8）を再掲した．
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後生存率の改善に結び付いていない現状を分析し，
どのような科学的根拠がその改善に資するかをまと
めた報告書を発表した．その中で，ID の要素とし
て着目すべき観点は表 5 に掲げる六つあるとし，
心肺そ生訓練法の見直しを呼び掛けている．

AHA が取り組んでいる心肺そ生術は，心肺そ生
についての知識を得ることよりも，実際にそ生の実

際を行う手技（運動を伴うスキル）に重点が置かれ
たものである．一方で，チームワークや状況判断な
どの認知的な応用力の学習も求められる領域でもあ
る．よって，職場での行動を変化させようとする教
育活動の手段・方法を検討する際に，他領域でも参
考になる示唆に富んでいると言えよう．

表４　TOTEモデルに基づく研修の変化

TOTEモデル型研修 従来型研修

比喩：診断してから必要があれば治療を始め，完治するまで
続けるようなもの．

比喩：診断せずにとにかく治療を始め，完治しなくても途中
でやめるようなもの．

既にできる人は事前テストで合格・修了とし，職場に戻るか
次のレベルの研修に進むため，研修受講者全員に時間の無駄
が生じない．

既にできる人が混在しているので，退屈したり，時間の無駄
になったりする．研修がやりにくく，「落ちこぼし」や「浮き
こぼし」が不可避．

事後テストで不合格の場合は修了を認定しないが，できるま
で再チャレンジの機会が与えられる．認定までの所要時間に
個人差が生じるのは，学ぶペースが個人によって異なるため
不可避だと考える．

時間が来れば，できていてもできていなくても（あるいは，
そのどちらかすらも分からない場合でも）全員研修修了とみ
なして認定する．

条件：身に付けるべきことが十全に判定できる事前・事後テ
ストの存在が不可欠．

条件：情報提供が研修担当者の主たる役割であり，習得する
かどうかは個々の受講者に委ねてよいと考えること．

背景にある考え方：習得主義．（プロセスよりも結果を重んじ
て，できるようになったらその場で修了，できるまでは修了
とみなさない．）

背景にある考え方：履修主義．（結果よりもプロセスを重んじ
て，できるようになってもならなくても一定の研修時間が経
過したら修了とみなす．）

注：文献（14）の表 1︲1（p.9）を再掲した．

表５　米国心臓協会による教育設計についての提言

ID の要素 説明

完全習得学習と
集中的練習
（deliberate�practice）

スキルの自動化が達成できるレベルまで完全に習得することを目指し，ただ闇雲に回数を重ねるので
はなく，実力が向上するように周到にデザインされた練習を組み入れること．コンフォートゾーン（居
心地の良い領域：既にできること）にとどまらずに常に集中と新たな学習が求められる少し高いレベ
ルで，できないことに焦点化し，指導者からの助言がタイムリーに得られる環境で練習すること．

フィードバックと
デブリーフィング

練習中の指導者からの適切でタイムリーなフィードバックと練習後の振り返り（デブリーフィング）
は効果的な教育に不可欠である．学習目標に合致したチェックリストを用いて簡潔に行い，学習者の
自尊感情や自己意識との葛藤を脅かすコメントを避ける．失敗事例では，早期に再練習する場を作り，
その学習者が成功するのを確認するとよい．

反復練習
（spaced�practice）

一度だけのまとめての練習（massed�practice）に対して，間隔を開けて長期間にわたり繰り返して行
う練習のこと．分散練習（distributed�practice）とも言う．日常的に活用する機会が少ない学習成果は，
成果が減衰する前のタイミングで復習の機会を設け，長期間に及ぶ学習成果の維持を確保すること．
一方で，反復練習は，コスト増や学習者の疲労にもつながり，評価場面が増えると，学習者が自信を
失う可能性もあることには留意が必要．

革新的な教育方略 採用することで教育活動の向上が見込まれる方略を適切に取り入れること．例えば，ゲーミフィケーショ
ン（ゲーム化），ソーシャルメディア，ブログやポッドキャスト，クラウドソーシングがある．用途を
厳選し，コストを考慮し，科学的根拠が乏しい手法を採用する際にはデータ収集を並行して行うこと．

文脈学習 一般的な文脈ではなく学習者が実際に遭遇する文脈で学習する機会を与えること．訓練で用いる対象
やツール・環境などを学習者の文脈に合致させることが，訓練のやりがいを高め，職場でのパフォーマ
ンスの最大化につながる．擬似的環境と現場での訓練にもチーム訓練を取り入れ，専門職・一般人向
け訓練を区別し，安全やプライバシーに配慮し，ストレスや認知的負荷を与えすぎないようにすること．

評価
（アセスメント）

筆記や実技を含む適切な形式を用い，直接観察や振り返りで視聴するビデオや補助者や訓練装置の記
録から得るデータも活用すること．評価の質を常に高く維持し，訓練中の早期に困難を抱えている学
習者を同定・支援し，知識やスキルの応用力を多様な評価方法を採用して把握する．また，訓練終了
後の職場での行動把握や�学習者の職能・職責に適した評価を行うこと．

注：文献（16）を表形式にまとめた．
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 5	 自己学習者育成の仕組み：学習スキル

教育担当者が提供する教育活動の手段や方法を
検討することに加えて，学習者をより自律的にする
ための工夫は重要である．自ら学んで自ら活用する
人を育てることは，教育活動の必要性を相対的に軽
減し，「指示待ち人間」を減らし，「自分ごと」とし
て学びに取り組む人を増やすために役立つからであ
る．学ぶ工夫を身に付けるという学習目標は，古く
から ID の対象になってきた．メタ学習力，学習ス
キル，認知的方略などの用語で表現されてきたが，
近年，自己調整学習（Self-regulated Learning）（17）

という言葉で表現されることが増えた．
もし学習者が自ら学ぶノウハウを知っている自

己調整学習者であれば，TOTE モデルの「操作」を
任せることができるようになる．教育担当者の支援
が不要になり，教育担当者に残される役割は，学習
目標を知らせ，主体的に学びに取り組む時間を確保
することと，テストして「合格」を判定すること，
あるいは何が不足しているから合格にはならないの
かについてのフィードバックを与えることのみにな
る．

ID の知見は，教育提供者が他者の学習を支援す
るために役立つものなので，もしそれを学習者自身
が習得することができれば，自己学習者になれるは
ずだ．良い教育コーチのノウハウ（すなわち ID の
知見）を自分の学習に適用することができるように
なることが，自分自身の中にコーチを内在させる，
すなわち自己調整学習者になることを意味する．

図 2 に「学び方を学ぶ」ための要素を示す．こ
れは，学習者向けの ID 学習書「学習設計マニュア
ル」（18）の構成として採用されたものである．大学
1 年生の読者を想定した場合，高校までの学びを振
り返るために「自分の学びと向き合う」ことから始
め（第 1 部），「これからの学びを考える」ことが

「学び方を学ぶ」ための最後の要素となる（第 4
部）．その間に，他者との学び合いを支援する要素
である「学びの場をつくる」（第 2 部）と，自分自
身の学びを支援する「学び方を工夫する」要素がな
くてはならない（第 3 部）．教育活動の効果・効率・
魅力を高める ID のノウハウは主として第 3 部にお
いて扱われる要素であり，学習者側からどんな工夫
ができそうかを学ぶことが有効である．

全 19 要素は，順番に進めることもできる一方で，
興味を持ったどの要素からでも学習できる．各要素
を学ぶ際には，例えば，「学習設計マニュアル」に
登場する大学 1 年生で学び始めた佐藤さんと大学 3
年生でチュータリングの経験を持つ高橋君からの仮
想コメントは，身近に感じられそうな人物を介して
活用法を学ぶ・教える両サイドから捉える機会を与
える方略として有効である．また，基礎概念をそ
しゃくして応用問題に答えてみることに加えて，自
分自身に当てはめてみるための課題に取り組み，解
説を読むことも有効な教育方略であり，「学び方を
学ぶ」という文脈においても，教育設計の他の文脈
と同様に，これまでの研究知見を生かした学習環境
の設計と提供が求められよう．

図２　「学習設計マニュアル」の構成



116 通信ソサイエティマガジン　No.50  秋号 2019

 6	 おわりに

本稿では，教育の効果・効率・魅力を高めるため
の研究知見である ID について，その概要をメー
ガーの三つの質問に即して紹介した．ID は情報系
のシステム構築で用いられてきた要件定義や動作
チェックなどの概念と親和性が極めて高い工学的手
法を，教育活動の設計に応用したものと捉えること
ができる．情報系のシステム構築がウォータフォー
ルモデルからアジャイルに移行する中，ID の開発
工程もより柔軟で即応性の高いものに進化すること
が求められている．人工知能研究や脳科学研究が進
展するにつれて，教育活動の設計に役に立つ知見も
増えることが予想され，それらを十全に活用するた
めの枠組みとして ID もますます充実していくこと
だろう．

ID が今後どのような変貌を遂げようとも，基礎
科学の知見に依拠してそれを実践現場で活用しやす
い形に変換していく姿勢は堅持しなくてはならな
い．そのためには，ID を活用した教育実践の事例
がより多様な領域で蓄積され，それが ID モデル・
理論に反映されていくというサイクルをスパイラル
に回していくことが不可欠である．読者諸氏が関係
する教育実践が ID を活用することでより効果的・
効率的・魅力的なものとなり，その実践での検証を
もって ID そのものの発展に寄与してもらうことを
願っている．
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 1 はじめに

令和 2 年（2020 年）から順次実施される平成
29 年（2017 年）告示（高等学校は翌年に告示）
の学習指導要領（1）では，情報リテラシーが，各教
科等で学ぶ知識・技能などのコンテンツの獲得の
ベースとなる学ぶ能力（コンピテンシー）として位
置付けられた．文部科学省では，本論文で言う情報
リテラシーを「情報活用能力」と呼んでおり（2），言語
能力，問題発見・解決能力とともに「学習の基盤とな
る資質・能力」として，学習指導要領に併記している．

本論文では，これらの状況を踏まえ，ICT が高度
に進展するこれからの時代の教育を展望するため
に，次のように論を進めていく．

まず 2.において，これまでの我が国の初等中等
教育における情報リテラシー教育の位置付けを確認
した上で，我が国の児童生徒の情報リテラシーの実
態について，国内及び国際調査等を引用しながら解
説する．次に 3.において，これらの実態に対応す
べく今日取り組まれている情報リテラシー教育の実
践や研究の現状について整理する．最後に 4.にお
いて，情報リテラシー教育の実施に対して横たわる
課題を指摘する．

 2  初等中等教育における情報リテラシー
教育の位置付けと児童生徒の実態

2.1　学習指導要領における情報リテラシー教育
日本では，初等中等教育の教育課程の基準である

学習指導要領が約 10 年に一度改訂される．ここで
は，学習指導要領に情報活用能力がどのように書き
込まれているかを基に，初等中等教育における情報
リテラシー教育の変遷についてレビューする．な
お，文部科学省においては，情報活用能力を育む教
育のことを「情報教育」と呼んでいる（2）．

我が国では，平成元年（1989 年）に告示された
学習指導要領（3）において，中学校の技術・家庭科
の技術分野に「情報基礎」が選択領域として新設さ
れ，義務教育段階に初めてコンピュータ等に関連す
る教育内容が導入された．平成 10 年（1998 年）
に告示（高等学校は翌年に告示）された学習指導要
領（4）では，中学校技術・家庭科の技術分野におい
て「情報とコンピュータ」が必修領域となり，高等
学校において普通教科「情報」が新設され，「情報
A」，「情報 B」，「情報 C」から 1 科目が選択必履修
となった．平成 20 年（2008 年）に告示された学
習指導要領（5）においては，各教科等の学習活動に
情報教育に関わる記述が多く含まれることとなっ
た．小学校学習指導要領の総則では，以前から存在
していた「児童が情報手段に慣れ親しむ」という表
現が，「コンピュータで文字を入力するなどの基本
的な操作や情報モラルを身に付け，適切に活用でき
るようにするための学習活動を充実する」と踏み込
んだ形に改訂された．
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平成 29 年（2017 年）に告示（高等学校は翌年
に告示）された学習指導要領（1）においては，「各教
科等の学習の基盤となる資質・能力」として，総則
に言語能力や問題発見・解決能力と並んで，情報活
用能力（情報モラルを含む）が位置付けられた．更
に小学校の総則には「児童がコンピュータで文字を
入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手
段の基本的な操作を習得するための学習活動」と

「児童がプログラミングを体験しながら，コンピュー
タに意図した処理を行わせるために必要な論理的思
考力を身に付けるための学習活動」を計画的に実施
することが示された．これに対応して中学校技術・
家庭科の技術分野では「双方向性のあるコンテンツ
のプログラミング」という表現でサーバ・クライア
ントをイメージしたプログラミングが教育内容に
入った．高等学校の共通教科・情報では，情報に関
する科学的な見方・考え方を中心に置いた科目「情
報Ⅰ」を設け，これを共通必履修とすることとなっ
た．更に算数・数学においては「データの活用」と
いう新領域が設置されるなど，社会の情報化に対応
した大幅な領域再編が行われた．

平成 29 年（2017 年）告示（高等学校は翌年に
告示）の学習指導要領（1）は，平成 32 年（2020 年）
に小学校，翌年に中学校で全面実施，更に翌年から
高等学校で年次進行の実施となる．これらの学習指
導要領では総則に「各学校において，コンピュータ
や情報通信ネットワークなどの情報手段を活用する
ために必要な環境を整え，これらを適切に活用した
学習活動の充実を図る」ことが明記されているよう
に，学習活動において積極的に ICT を活用するこ
とが求められている．これらを受けて，平成 30 年

（2018 年）に閣議決定された第 3 期教育振興基本
計画（6）には「各自治体による計画的な学校の ICT
環境整備の加速化を図る」と記され，単年度 1,805
億円の地方財政措置が講じられることとなった．

2.2　国内調査に見る情報リテラシーの実態
学習の基盤となる資質・能力として学習指導要領

に本格的に取り入れられることになった情報リテラ
シー教育であるが，我が国の児童生徒の実態はどの
ようなものだろうか．

文部科学省は，児童生徒の情報活用能力の実態を
把握するため，全国規模の調査を実施した．小・中
学校は，平成 25 年（2013 年）10 月から平成 26
年（2014 年）1 月に，国公私立の小学校第 5 学年
児童（116 校 3,343 人）と中学校第 2 学年生徒

（104 校 3,338 人）を対象として実施された（7）．高
等学校は，平成 27 年（2015 年）12 月から平成
28 年（2016 年）3 月に，国公私立の高等学校（全
日制課程の学科）及び中等教育学校後期課程第 2
学年の生徒（135 学科 4,552 人）を対象として実
施された（8）．

調査問題は，情報活用能力の三つの観点である，
①情報活用の実践力，②情報の科学的な理解，③情
報社会に参画する態度に関して，児童生徒の習得状
況及び問題点等に関する現状を把握するため，児童
生徒への情報活用能力に関する調査と学習状況に関
する調査がコンピュータを使用した調査（CBT：
Computer Based Testing）として実施された．出
題例として，小学校の問題（表 1）を示す．D1〜
D8 は大問と呼ばれ，その中に各 4 問の小問が存在
している．大問 8 問のうち，コンピュータによっ

表１　情報活用能力調査　小学校問題の問題テーマと出題の狙い（文部科学省 2015）

問題 問題テーマ 出題の狙い

小
学
校
問
題

D1 トンボについて調べよう 複数の Web ページから情報を収集・選択する力を測定する．
Web を利用して調べる方を測定する．

D2 ごみと環境について調べよう 複数の Web ページから情報を収集・選択する力を測定する．

D3 ペットボトルのふたを集めています 情報を効果的に表現しているグラフを選択する力を測定する．
グラフから情報を読み取る力を測定する．

D4 新しい公園ができるって
動画像から情報を読み取る力を測定する．
課題解決のために収集した情報を整理し，自分の意見をまとめる力
を測定する．

D5 学校紹介 プレゼンテーション資料を構想する力を測定する．
プレゼンテーションを評価する力を測定する．

D6 学校の自慢を発表しよう プレゼンテーションのスライドを作成する力を測定する．

D7 ブログの影響を知ろう ブログの利用に関する基礎知識及びモラルに関するスキルを測定す
る．

D8 掲示板のマナー 掲示板利用に関するモラルから，ICT を通じた他者との関わり方に
ついてのスキルを測定する．
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て指定された 4 問に解答するため，隣席の児童生
徒と異なる問題に解答することとなる．これらの調
査問題の場面設定にあたっては，調査実施学年まで
に，各教科等で想定される学習活動をはじめ，日常
生活で遭遇すると思われる状況などが考慮された．

調査は，連続する 2 単位時間（小学校 45 分 ×2 こ
ま，中・高校 50 分 ×2 こま）で実施された．1 こま目
には，ガイダンスの中で文字入力問題が設定された．
問題形式は，選択式，記述式のほか，アプリケーショ
ンの操作によって解答するものが用意された．

情報活用能力調査の主な結果は以下のとおりで
ある．

小・中・高で共通する傾向として，ある特定の表
などに整理された情報を読み取ったり解釈したりす
ることはできるが，複数の情報が階層的になってい
る Web ページから目的に応じて特定の情報を見つ
け出して関連付ける問題の正答率が低かった．ま
た，複数の統計情報を条件に合わせて整理し，それ
らを根拠として意見を表現することの正答率が低
かった．高校生であっても，多項目の統計情報を表
計算アプリケーションを使って処理をする問題の正
答率が低かった．これらは，ICT を活用した情報の
適切な発見や処理，それに対して根拠を持って意見
を表現することに課題があることを示している．

更に，基本的な情報モラルは理解しているが，情
報の発信・伝達の際に他者の権利（肖像権や著作
権）を踏まえて適切に対処することに課題があるこ
と，不正請求のメールやサイト等の対処に課題があ
ること，自動制御に関する情報処理の手順を考え
て，アルゴリズムを用いて表現することに課題があ
ることなどが指摘された．これらは，情報社会に関
する理解が表層的な段階にとどまっており，情報技
術の仕組みや原理を理解していないことに起因する
と考えられる．

コンピュータでの文字入力に関しては，1 分間当
り小学 5 年生で 5.9 文字，中学 2 年生で 17.4 文字，
高校 2 年生で 24.7 文字にとどまっており，文字入
力が思考や表現を妨げてしまっている可能性が示唆
された．

小・中学校においては，平均得点の上位 10% の
学校群では下位 10% の学校群と比べて，児童生徒
に自分の考えを表現させたり，情報を整理させた
り，情報手段の特性に応じた伝達等を行わせたりす
るなどの授業の実施頻度が高い傾向が見られた．ま
た，情報を収集したり，表やグラフを作成したり，
発表するためのスライドや資料を作成したりするた
めに，ICT を活用させている頻度が高い傾向が見ら

れた．これらのことから，情報活用能力については
児童生徒の経験差が大きく影響しており，各学校で
の ICT を活用した学習活動の充実が必要であるこ
とが明確になった．

これらの結果を受け，平成 29 年（2017 年）告
示の学習指導要領（1）では，ICT を活用した学習を
充実させることや，小学校段階で ICT の基本的な
操作を習得させること，体験的なプログラミング教
育を導入することとなった．また，高等学校の共通
教科・情報に，情報に関する科学的な見方・考え方
を中心に置いた科目「情報Ⅰ」を設け，これを共通
必履修とすることとなった．

2.3　国際調査に見る情報リテラシーの実態
前節は国内での調査の結果であった．ここでは，

我が国の児童生徒や成人の情報リテラシーの実態を
先進諸国と比較した調査結果を示す．

経済協力開発機構（OECD）による「生徒の学習
到達度調査」（PISA：Programme for International 
Student Assessment）は，各国の義務教育修了段
階の 15 歳の生徒が持っている知識や技能を，実生
活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用でき
るかを評価する調査であり，読解力，数学的リテラ
シー，科学的リテラシーの 3 分野について調査を行
う．2000 年以降，3 年ごとに調査が実施されており，
2015 年の調査からは CBT に移行している．2015
年の調査では 72 の国・地域から約 54 万人が参加，
我が国からも 198 校，約 6,600 人が参加した（9）．

我が国は，毎回平均得点では 3 分野ともに上位
に位置してきた．2015 年は，2012 年と比較して
読解力の平均得点が有意に低下しており，この原因
は CBT への慣れの不足だと報告書に書かれている

（9）．先に示した情報活用能力調査（7）,（8）においても，
我が国の児童生徒の情報リテラシーの低さが課題と
なっていたが，PISA2015 の調査結果にもこれが影
響していると考えられる．しかも今後，よりインタ
ラクティブで多様な文脈の問題を提示するために，
大学入試や資格試験等の多くは CBT に移行してい
くのだから，情報リテラシーの不足は学び手として
備えておかなければならないスキルの欠損となる．

PISA2015 では，同時に協同問題解決能力調査が
行われ，学習場面における ICT 活用についても調
査されている．「ほかの生徒と共同作業をするため
にコンピュータを使う」という質問に対して日本は

「毎日」，「ほぼ毎日」と回答した生徒が合計 1.2％，
「全くか，ほとんどない」と回答した生徒が 88.6%
に上り，参加国 47 か国中 47 番目であった．スマー
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トフォンの所持率や家庭へのインターネットの普及
率は世界上位であることを踏まえると，情報リテラ
シーの不足は学校における学習場面での ICT 活用
の頻度が他国と比較して著しく低いことに起因して
いると考えられる．

OECD では，各国の成人のスキルの状況を把握
し，各国の政策に資する知見を得ることを目的に，
国 際 成 人 力 調 査（PIAAC：Programme for the 
International Assessment of Adult Competencies）
を実施している（10）．

PIAAC に は，OECD 加 盟 国 等 24 か 国・ 地 域
（日，米，英，仏，独，韓，豪，加，フィンランド
等）が参加し，16〜65 歳までの男女個人を対象と
して，読解力，数的思考力，IT を活用した問題解
決能力の 3 分野及び調査対象者の背景（年齢，性

別，学歴，職歴など）について調査しており，
2013 年に結果が公表されている．我が国からは約
5,200 人の成人が参加した．

PIAAC の結果によれば，我が国の成人は，読解
力及び数的思考力の 2 分野において，平均得点で
参加国中第 1 位であった（表 2）．これらの 2 分野
では，5 段階の習熟度レベルに分けて評価している．
最も習熟度が高いレベル 5 の割合は，日本が読解
力では 5 位，数的思考力では 7 位であり，いずれ
もフィンランド，スウェーデン，オーストラリア等
に後れを取っていた．しかし，レベル 4 とレベル 3
の割合が他国に比べて高く，レベル 2 とレベル 1
の割合が低いため，総合すると平均点が参加国中，
第 1 位となっている．

一方，IT を活用した問題解決能力については，

表２　PIAAC の分野別結果の各国比較（国立教育政策研究所 2013）

（　）内は順位

国名 読解力 数的思考力 IT を活用した問題解決能力

平均得点 平均得点 レベル 2・3 の成人の割合 平均得点
OECD 平均 273 269 34% 283

オーストラリア 280（4） 268（13） 38%（6） 289（3）
オーストリア 269（17） 275（10） 32%（13） 284（7）

カナダ 273（11） 265（14） 37%（7） 282（12）
チェコ 274（9） 276（9） 33%（12） 283（9）

デンマーク 271（14） 278（7） 39%（5） 283（8）
エストニア 276（7） 273（11） 28%（16） 278（16）

フィンランド 288（2） 282（2） 42%（2） 289（2）
フランス 262（21） 254（20） m m
ドイツ 270（15） 272（12） 36%（8） 283（11）

アイルランド 267（20） 256（19） 25%（18） 277（18）
イタリア 250（23） 247（22） m m

日本 296（1） 288（1） 35%（10） 294（1）
韓国 273（12） 263（16） 30%（15） 283（10）

オランダ 284（3） 280（4） 42%（3） 286（6）
ノルウェー 278（6） 278（6） 41%（4） 286（5）
ポーランド 267（19） 260（18） 19%（19） 275（19）
スロバキア 274（10） 276（8） 26%（17） 281（13）
スペイン 252（22） 246（23） m m

スウェーデン 279（5） 279（5） 44%（1） 288（4）
アメリカ 270（16） 253（21） 31%（14） 277（17）
ベルギー 275（8） 280（3） 35%（11） 281（14）
イギリス 272（13） 262（17） 35%（9） 280（15）
キプロス 269（18） 265（15） m m

（注）　 IT を活用した問題解決能力の平均得点は，PIAAC のデータを基にコンピュータ調査解答者を母数として国立教育政策研
究所が算出．キプロス，フランス，イタリア，スペインは，IT を活用した問題解決能力分野に参加していない（m ＝デー
タが得られない）．
表中の数値が同じであっても順位が異なる場合があるのは，小数点以下の差異による．
なお，本表にはロシアのデータは記載されていない．

OECD 平均よりも統計的に有意に高い国
OECD 平均と統計的に有意差がない国　
OECD 平均よりも統計的に有意に低い国
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コンピュータ調査と紙での調査によって行われた．
我が国は紙での調査を受けた者の割合が 36.8%（う
ち，自らコンピュータ調査を拒否した者 15.9% を
含む）であり，OECD 平均の 24.4% を大きく上
回っていた．コンピュータ調査を選択した者の平均
得点は参加国中 1 位であったものの，コンピュー
タ調査を受けていない者を母数に含めた集計では，
24 か国中 10 位となり，OECD 平均付近に位置し
ていた．

本調査では，事前の背景調査において，①「コン
ピュータを使った経験がない」と回答した場合，②
自らコンピュータ調査を拒否した場合，③コン
ピュータの導入試験で「不合格」となった場合は，
紙による調査を行うこととなっていた．②自らコン
ピュータ調査を拒否した成人の割合は OECD 平均
では 10.2% であったが，日本は 15.9% であり，24
か国中 3 位であった．また，③コンピュータの導
入試験で「不合格」となった成人の割合は，OECD
平均では 4.9% であったが，日本は 10.7% であり，
参加国中 1 位であった．

バックグラウンド調査の結果の分析によれば，日
本の成人は，いずれの年齢においても，職場・家庭
においてパソコンを用いた電子メール，インター
ネット，表計算ソフト，ワープロソフト等の ICT
を使用する頻度が，参加国中最も低い水準であっ
た．更にコンピュータ調査の受験率及び IT を活用
した問題解決能力の得点は，職場及び家庭における
ICT 利用頻度と強い正の相関があった．このことか
ら，ICT を活用すればスキルが十分に得られるほど
の潜在力は持っているにもかかわらず，ICT を活用
しないで済む業務形態がまだ広く存在していること
が示唆された．そしてこの傾向は，学校における
ICT 活用の機会不足と同様の傾向であり，我が国で
は学習や仕事を「ICT なし」で進めることが是とさ
れる空気感が強いのだと考えられる．

2.4　情報モラル・セキュリティに関する実態
前節で，我が国の児童生徒及び成人は，いずれも

いわゆる学力は国際的に高い位置にいるものの，
ICT を活用した調査に切り替わった読解力調査では
平均得点が有意に低下していたことや，ICT 活用の
頻度が低かったことが示された．これらは主に学習
や仕事の場面における調査結果であったが，ここで
は，我が国の児童生徒の生活場面での ICT 接触等
に関する調査結果を示す．

内閣府が青少年（10 歳〜17 歳）を対象に実施し
た青少年のインターネット利用環境実態調査（11）に
よれば，スマートフォンをはじめとする 15 種の機
器のいずれかでインターネットを利用していると回
答した割合は 82.5％であり，その内訳は，スマー
トフォン 50.0%，タブレット 24.8%，携帯ゲーム
機 24.5%，ノートパソコン 14.6% となっていた．
特に小・中学生のスマートフォンの利用が近年著し
く広がっている（図 1）．

また，インターネットの利用内容の上位に位置す
るものは，高校生ではコミュニケーション 89.8%，
動画像視聴 84.9%，音楽視聴 83.3%，中学生では
動画像視聴 80.3%，ゲーム 73.5%，コミュニケー
ション 70.4%，小学生ではゲーム 77.9%，動画像
視聴 63.6% となっている．利用内容を経年で比較
すると，動画像視聴が平成 26 年（2014 年）から
連続して増加傾向にある．

総務省情報通信政策研究所の調査（12）によれば，
主なソーシャルメディア系サービス / アプリ等の 10
代 の 利 用 率（ɴ=139） は， 上 位 か ら YouTube

（93.5%），LINE（86.8%），Twitter（67.6%），
Instagram（37.4%），Facebook（21.6%）であった．

これらの結果から，昨今，我が国の児童生徒に
とってインターネットはこれまで以上に身近な存在
になっており，その利用内容については単なる検索
ツールではなく，コミュニケーションの手段や娯楽

図１　スマートフォン等の利用率の経年変化（内閣府 2018）



122 通信ソサイエティマガジン　No.50  秋号 2019

の一部として利用されていることが読み取れる．一
方，青少年の不適切な行動に関する報道等におい
て，LINE 等によるグループ外しに始まる「ネット
いじめ」，Twitter 等による社会規範を逸脱した投
稿，YouTube 等による動画像の違法アップロード
などが取り上げられることも散見される．15 秒の
動画像に合わせて音楽を組み合わせるサービスの
TikTok 等による個人情報の発信が，エスカレート
した承認欲求と関係があり，保護者等の介入の必要
性が指摘されている（13）．

警察庁（14）によると，平成 29 年（2017 年）の
ネットワーク利用犯罪の検挙件数は計 8,011 件で
あり，調査が始まった平成 13 年（2001 年）の
1,209 件と比べて約 7 倍近い増加となっている．
ネットワーク利用犯罪の内訳の中でも，特に児童と
の関係が深い児童ポルノ，児童買春，青少年保護育
成条例違反は，平成 13 年に比べると大幅に増加し
ており，全体の検挙件数の約四分の一を占めている．

これらの犯罪の増加を受け，教育現場ではこのよ
うなトラブルに子供が巻き込まれることのないよ
う，児童生徒の生活の場におけるスマートフォンな
どを含むメディアの適切な活用についての指導を行
う必要性が高まっている．

 3  情報リテラシー教育の今日的な論点
と実践・研究

本章では，前章までで整理した我が国の児童生徒
の情報リテラシーの実態を踏まえて，今日，様々に
取り組まれている初等中等教育における情報リテラ
シー教育に関する実践や研究について，以下の観点
からレビューする．

（1）ICT 操作スキルに関する教育の実践・研究
（2）メディア・リテラシー教育の実践・研究
（3） 小学校段階のプログラミング教育の実践・研究

3.1　ICT操作スキルに関する教育の実践・研究
先に示した情報活用能力調査の結果にも見られる

ように（7）,（8），コンピュータでの文字入力をはじめと
する児童生徒の ICT 操作スキルは十分ではない．

キーボード入力スキルの習得支援については，既
に幾つかの実践や研究が存在している．堀田・高
橋（15）は，小学生向けのキーボード日本語入力学習
の e ラーニングシステム「キーボー島アドベン
チャー」（http://kb-kentei.net/）を開発した．全
国の小学校の 21.5% で活用された学習ログから，6

月の利用頻度が最も多いことや，利用頻度の学年に
よる差は見られないことなどの学校現場の実態を報
告している（16）．

胡・野中（17）は，中学生のキーボード入力スキル
の向上について調査し，一人 1 台の情報端末の活
用によってスキルは向上していること，スキル習得
のためのトレーニングを行うことがスキル向上に役
立つこと，休み時間等も情報端末を生徒に自由に使
わせている学校の方がスキルの向上が見られること
を示している．これらの知見は，キーボード入力ス
キルは，集中的な学習機会の確保と日常的な活用場
面を保証することで身に付くことを意味している
が，同時に一人 1 台の情報端末の整備の「ある／
なし」がキーボード入力スキルの向上に影響するこ
とを示している．

相沢ら（18）は，小学校の教室における ICT 環境と
児童の発表に対する態度の関係について調査し，児
童が一人 1 台の情報端末を常時活用できる状況が
あり，ICT 操作スキルが習得されている学級では，
児童の発表の方法に変化が見られることを示してい
る．

3.2　メディアリテラシー教育の実践・研究
新井（19）は，全国の約 25,000 人の中高校生を対

象にした基礎的読解力のリーディングスキルテスト
（RST）を実施し，我が国の中・高校生が，教科書
レベルの文章を正確に読解できていない割合が高い
ことを示した．この結果が，メディア経由で得られ
る様々な情報の読解力に影響していることは十分に
想定できる．グラフ等の統計的データに対する読解
力の実態については，Maki and Horita による調
査（20）によって，新井が示した文章の読解と同様に，
十分とは言えないことが把握されている．このよう
な実態からは，仮に ICT 操作スキルを習得したと
しても，検索された Web ページから必要な情報を
正確に読み取ったり，必要な情報を適切に選択でき
たりしていない可能性があることを示唆している．
2.で紹介したように，児童生徒へのスマートフォ

ンの普及は著しい．スマートフォンを経由して入手
されるインターネットからの情報の形式には，テキ
ストや写真，動画像などがある．更に，検索サイト
における検索語の集計等によって情報が格付けさ
れ，閲覧ログによってパーソナライズされているこ
となど，「メディアとしてのインターネット」に関
する知識が必要となっている現状がある．情報モラ
ルや情報セキュリティに関する教育においても，メ
ディアに関する適切な知識や技能を提供することが
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肝要と考えられる．
メディアに関する知識や技能に関する教育は，メ

ディアリテラシー教育という分野で進展してきた．
我が国でメディアリテラシー教育が重要視される
きっかけになったのは，1989 年の朝日新聞珊瑚記
事ねつ造事件や，1994 年の松本サリン事件などに
よるマスメディア不信によるものとされる（21）．そ
のため，メディアリテラシー教育は 1990 年代まで
はマスメディアを批判的に読み解くことが主眼に置
かれてきたが，2000 年以降のインターネットの台
頭によって，取り扱うメディアの幅が広がってい
る．

佐藤ら（22）は，タブレット端末を活用して児童に
映像を制作させる実践において，YouTube に映像
を公開する前提で考慮すべき点を議論して編集作業
を行った群（実験群 27 人）と，YouTube に映像
を公開することを想定させずに編集作業を行った群

（統制群 27 人）で，制作された映像及び児童の意
識について分析した．その結果，実験群では統制群
よりも，メディアの特性を考慮して表現技法や使用
メディアを工夫して効果的に表現したり，様々な考
え方を受け入れて情報発信したりする傾向があった
ことを示している．この知見は，メディアで表現さ
せる学習活動においては，インターネット等での公
開を想定させるかどうかという設定によって，映像
の視聴者の立場を配慮して映像制作を行うかどう
か，すなわち「メディアとしてのインターネット」
に関する知識を用いて社会的影響を考えるようにな
るかどうかが決定されることを示唆している．ま
た，この実践では，3〜4 人に 1 台の情報端末が教
室で用いられたが，我が国の小学校の平均的な整備
状況はコンピュータ室を含めても 6.4 人 / 台にとど
まっており（23），授業で必要な ICT 環境が十分でな
いことが指摘できる．

塩田ら（24）は，SNS に関する学習において，中学
生に「自分ももしかしたらトラブルに遭うかもしれ
ない」という当事者意識を促すことを目的とした教
材を開発した．この教材では，トラブル事例におけ
る実際の SNS でのやり取りの文言を，スマート
フォンの画面を模したカードとして提示し，その

「あやしさ」を自ら発見し判断させるようになって
いる．中学 2 年生 55 人を対象に授業実践を行い，
当事者意識とセキュリティ対策への意欲の向上が見
られたことを確認している．この研究は，中学生の
多くが利用している SNS を安全に利用するために，

「メディアとしてのインターネット」を生徒が意識
するようになる教材の開発事例である．

3.3　小学校段階のプログラミング教育の実践・研究
1.で示したように，令和 2 年（2020 年）から

順次実施される平成 29 年（2017 年）告示（高等
学校は翌年に告示）の学習指導要領（1）では，これ
までの中学校・高等学校段階だけでなく，小学校で
もプログラミング教育が導入されることとなった．

文部科学省による「小学校プログラミング教育の
手引（第二版）」（25）では，小学校段階のプログラミ
ングに関する学習活動として表 3 のように分類さ
れており，必ずしも教科にとらわれず，多様な実践
が可能であることを示している．

このように，小学校でのプログラミング教育の実
施は政策的にはようやくスタートする段階ではある
が，研究としては既に幾つもの蓄積がある．例えば
松田・坂元（26）は 1991 年の段階で，プログラミン
グ言語 Logo を利用した小学校高学年を対象とした
情報教育カリキュラムと，それを運用する教員のた
めの研修を開発し，その成果について詳細な評価を
行っている．森ら（27） は，プログラミング言語
Scratch を用いて小学校 4 年生に 26 時間の授業を
実施し，その達成度について評価し，小学校段階で
のプログラミング教育の現実性を検討している．荒
木ら（28）は，小学校で 2 年間以上プログラミング教
育を受講した高校生と大学生を対象に質問紙調査と
半構造化インタビューを実施し，プログラミングに
深く関わった者はその後の学生生活において影響が
見られたことや，プログラミング教育に対する肯定
的な評価が見られたことを見いだしている．これら
の知見から，小学校段階でのプログラミング教育の
実践可能性や，その指導法，効果については明らか
にされてきた．

一方，プログラミング教育の導入による学校現場
の混乱も存在している．黒田・森山（29）は，全国の
教員を対象とした抽出調査を実施し，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

表 3　文部科学省による小学校段階のプログラミングに関
する学習活動の分類（25）

A 学習指導要領に例示されている単元等で実施する
もの

B 学習指導要領に例示されてはいないが，学習指導
要領に示される各教科等の内容を指導する中で実
施するもの

C 教育課程内で各教科等とは別に実施するもの

D クラブ活動など，特定の児童を対象として，教育
課程内で実施するもの

E 学校を会場とするが，教育課程外のもの

F 学校外でのプログラミングの学習機会
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の不足に課題を感じていることを明らかにしてい
る．小学校学習指導要領に記載されることとなった
プログラミング教育は，一部の先進的な実践者だけ
でなく，多くの教員によって広く実践される局面を
迎えており，個々の教員に対する研修や，研修を受
けた教員を中心とした指導体制の構築，教員に役立
つ実践資料の提供などが課題として指摘できる．

 4 情報リテラシー教育の課題

本章では，3.での実践や研究に見られた初等中
等教育における情報リテラシーの育成における課題
を，2 点に整理して指摘する．

4.1　ICT環境整備の地域間格差
我が国においては，ICT 環境整備は学校の設置者

の責務となっている．小・中学校の多くは区市町村
が，高等学校の多くは都道府県が設置者であり，整
備の責任を負っている．先にも述べたように，国に
おいて示す ICT 環境整備の基準は，中央教育審議
会によって第 3 期教育振興基本計画の策定に対する
答申として提出された後に閣議決定されており（6），
2018 年度から既に運用に入っている．これを積算
根拠として各自治体に地方交付税交付金として国か
ら交付されている．しかし，地方交付税交付金の使
途は各自治体の判断で決定することができるため，
ICT 環境整備の必要性を十分に認識できていない自
治体では別の使途に用いられることがある．ゆえに
ICT 環境整備の地域間格差は，各自治体における情
報リテラシーの重要性への認識の格差ということで
ある．

坂元（30）は，様々な教育情報化指標によって地域
間格差が明確に示されていることから ,「ワースト
の領域に入る地域の行政や学校は，保護者に対し
て，理由と対策についてしっかりとした説明責任が
ある」ことを 2006 年時点で既に指摘している．

4.2　教育方法や指導体制の未成熟さ
佐伯（31）はコンピュータの学校導入のれい明期に，

コンピュータ経由で様々なものが入手できるように
なることによって「何が本当に重要なのか，何は末
しょう的なのかが，もはや自分ではまるで判断がで
きなくなる」のではないかという警鐘を鳴らした．
これは正に，多様なメディアから情報があふれる今
日における情報リテラシーに関する教育の必要性へ
の貴重な指摘である．佐伯の指摘から間もなく 30
年が過ぎようとしており，その間にインターネット

はかくも広く普及して社会インフラとなり，情報リ
テラシーの育成は初等中等教育の重要な命題となっ
た．この間，多くの実践者や研究者がこの課題に取
り組んできたが，佐伯の指摘をクリアできるような
教育方法や教育体制が学校現場に十分に行き渡った
わけではない．

総務省情報通信政策研究所の調査（12）によれば，
2010 年に 9.7% だったスマートフォンの世帯保有
率は，2017 年には 75.1％となっている．このよう
な急速な普及を視野に入れると，個々のデバイスに
依存したようなメディアに関する知識や技能の教育
ではなく，これらのメディアが登場した背景，個々
のメディアの特性，社会的影響等についての教育が
必要と考えられる．

 5 むすび

本稿では，高度情報通信社会を迎えた今日におけ
る情報リテラシーについて，初等中等教育段階を対
象とした教育について検討した．これまで我が国の
初等中等教育で検討・実施されてきた情報リテラ
シー教育を概観し，児童生徒の情報リテラシーの実
態について，国内外の調査をレビューして把握し
た．その上で，初等中等教育において取り組まれて
いる情報リテラシー教育の実践や研究を整理し，課
題を指摘した．
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  1  はじめに
近年，教育現場において ICT（Information and 

Communication Technology）機器を活用した取組み
が盛んに行われています．教育機関により，その活用方
法は様々です．例えば，学校における ICT機器の利用
シーンの例を図 1に示します．電子黒板を使った授業
では，高精細な映像や動画像を活用することで学習者の
興味，関心を高めることができます．また，タブレット
PCと連携することで，多様な意見と比較し提示するこ
とも可能となります．グループ学習では，ICT機器を活
用することで活発な議論を促進でき，能動的な学習を支
援できます．また，語学学習では，ICTを活用すること
で自学自習の環境が整い，自らの課題にあった学びを進
めることにつながります．本稿では，教育現場における
ICTの具体的な導入事例・活用事例として，小学校，高
校，大学における事例を，現場の声を交えて紹介しま
す．この事例を通して，読者の教育 ICTに対する理解
の促進や具体的なイメージ作りに役立てばとても喜ばし
く思います．（なお，本稿中にコメント頂いた方の所属・

役職は，2018年時点のものです．）

  2  【事例 1】津幡町教育委員会
「電子黒板とタブレットを連携した教育システム」

2.1　概要
石川県津幡町教育委員会は「科学のまち・つばた」の

まちづくりに取り組んでおられます．こうした目標の達
成には，　子供たちが情報機器を自在に扱い，主体的に
情報を収集して発信することが求められます．そこで津
幡町教育委員会では電子黒板をはじめとする ICT機器
を整備され，積極的に活用されています．

2.2　導入の経緯
津幡町教育委員会は，かねてより ICT機器の整備を

熱心に推進され，2010 年にはプラズマ型電子黒板を，
2013 年度にはタブレット PCを採用され，電子黒板と
の連携により活用の幅を広げてこられました．そして，
2016年には重点施策「ICT 機器の整備の充実とデジタ
ル教材の効果的な活用支援」の下，追加導入を検討され

図１　学校における ICT機器の活用シーン

教育機関でのICT活用例

久保田史子　パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社

ⓒ電子情報通信学会2019
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ることになりました．その結果，

・ 利用頻度の高い機能をまとめたメニューバーで直感
的な操作が可能

・ タブレットPCとの親和性が高いワイヤレス機能
・ 電子黒板の活用の幅を広げるセカンダリーディスプ
レイ機能

といった特長を評価頂き，津幡町教育委員会では電子黒
板（タッチスクリーン液晶ディスプレイ）を全小・中学
校に 1台ずつ，11台導入頂きました．

2.3　特徴
ここでは電子黒板を導入頂いた津幡小学校における

活用事例について紹介します．

特徴①　授業の流れを途切れさせない優れた操作性
津幡小学校では，あらゆる教科で電子黒板を効果的に

活用されています（図 2）．新しく導入された電子黒板
は，頻繁に使うメニューバーが画面下に一か所にまとめ
られ，リモコンを使わずに直感的に操作できるなど操作
性の向上が図られています．そのため，授業の進行がス
ムーズになり，児童の集中力が維持できるといった効果
も期待できます．

特徴② 　親和性の高いワイヤレス機能でグループ学
習がスムーズ

電子黒板とタブレットPCの連携による授業の活性化
も，津幡小学校様の特徴と言えます．以前の電子黒板は
タブレットと有線で接続するためつなぎ換えるなど準備
に時間が必要でありましたが，新しい電子黒板はワイヤ
レス機能によりスムーズな接続が可能となり，見たい映
像が見たいときに素早く映し出せるようになりました．
そして，教師の方々は，児童がグループで利用するタブ
レットPCの撮影映像などを随時，電子黒板に一斉表示
して，各グループの進捗状況を確認することができま
す．更に，児童たちがタブレットPCを使ってグループ
討議の結果をまとめ，それを電子黒板に映し出しながら
発表するといった活用方法も可能となります（図 3）．

特徴③　セカンダリディスプレイ機能
電子黒板の活用を推進されている津幡小学校．電子黒

板には「セカンダリディスプレイ」という機能で，電子
黒板と同じ画面をプロジェクタに映し出し，電子黒板上
の書込みや拡大・縮小もリアルタイムで反映できます
（図 4）．この機能により，通常の授業における活用に加
えて，全校集会や催事などでの活用といった電子黒板の

活躍の場が広がることが期待できます．

2.4　導入の結果
電子黒板の利便性を重視したメニューバーについて，

菅谷校長からは「教師たちは，板書に掛かる時間が短縮
できるようになり，それだけ児童の個別指導に時間を割
けるようになっています」と，授業の質の向上に役立っ
ていると評価頂きました．また，菅谷校長はワイヤレス
機能を使った生徒たちによる発表の活用方法について，
「こうした活用法はプレゼンテーション能力を育てるた

図２　タッチペンを使って分かりやすく説明

図３　班ごとにマルチ表示し全体の進捗を確認

図４　セカンダリディスプレイ機能の活用例
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めに適していると思います」と述べられていました．そ
して，導入後の反応を伺ったところ，「授業参観を開く
と，保護者の方々は児童が想像以上に電子黒板やタブ
レットを使いこなし，活発に発表している姿に驚かれま
す．また，『もっと使わせてほしい』，『ITスキルを高め
てほしい』といった要望も多く，保護者の方にとっても 
魅力的な授業になっているのだと感じています」，「教師
には操作性が向上したことで使い方を工夫しやすくな
り，体育の授業のように楽しく ITを活用する場面が増
えてくるのではないでしょうか」といった評価を頂いて
おります．

  3  【事例 2】福岡市立福翔高等学校
「グループ学修支援・マルチメディア授業支援システム」

3.1　 概要
福岡市立福翔高等学校（以下，福翔高校）では，学力

のみでなく「コミュニケーション能力を高め，多種多様
な情報を適切に収集・処理・発信できる能力を育てる」
ことを教育方針に掲げています．従来の一方的な授業の
みならず，自ら課題を見付けて解決していく「課題解決
型学習 *」を通じた教育を行うための設備として，本シス
テムを導入頂きました．

3.2　導入の経緯
福翔高校では，LL（Language Laboratory）教室の

リプレースにあたり課題解決型学習の実施を前提に検討
していたところ，アクティブラーニングを実現する手段
として，我々が提案する「グループ学修支援システム」
と「マルチメディア授業支援システム」がニーズに合
致，導入を決定頂きました．
従来，英語教育のみに使用していた LL教室 2部屋を

一新し，1部屋をアクティブラーニング教室に改修し，
大学との連携（高大連携）を見据えたグループ学修と一
斉授業をフレキシブルに実現する設備としました．もう
1部屋のLL教室は設備を一新し，クラウド型eラーニン
グに対応させ，自宅や通学中での勉強も可能なCALL
（Computer Assisted LL）教室へとリニューアルしました．

3.3　特徴
アクティブラーニング教室にはグループ学修支援シ

ステムをシステムの中心として導入しました（図 5）．
　レイアウトフリーのじゅう器で，授業ごとに自由な教
室環境を構築可能です．活発な議論を促す電子黒板や，

＊ 課題解決型学習（PBL：Project Based Learning）　自ら設定
した課題，または与えられた課題を解決していく過程で，様々
な能力を育成する学習． 

一人1台の台数を完備した生徒用タブレットPCも用意
し，能動的な課題解決型学習を実現する教室としていま
す．グループ学修支援システムの特徴は次の三つです．

特徴① 　従来実施していたアナログ形式のグループ
学修に電子黒板やタブレット端末等の ICT機
器を導入することで，より主体的な探求，発
表，交流活動を促進します．

特徴② 　付箋（カード）作成やグループ連携機能，感
想・評価機能で，グループディスカッションや
プレゼンテーションを効率的に進行します．講
義内外のグループ学修を促し，アイデアや意見
の創発を活性化させることで，アクティブラー
ニングを実現します．

特徴③ 　サーバレスで，生徒持参のノートPCやタブ
レット端末，スマートフォンなどをそのまま
使った学習が可能なマルチOS機能を搭載して
います．

図５　アクティブラーニング教室

図６　CALL教室
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CALL教室には簡単にグループ化が可能で，アクティ
ブラーニングに対応したマルチメディア授業支援システ
ムを導入しました（図 6）．加えて，8か国語に対応し
たクラウド型語学学習システムを導入し，自宅や通学時
間での学習も可能としています．マルチメディア授業支
援システムの特徴は次の三つです．

特徴① 　ワンタッチ操作「My Call」機能で簡単な授
業進行を実現しています．PCの電源管理，操
作ロック，ブラックアウトや音声教材の配信，
一斉録音などがワンタッチ操作で簡単に可能
です．

特徴② 　グループ学修もワンタッチで可能です．教師
が任意の生徒をPCから選択することで，席を
移動することなくグループディスカッション
を手軽に実現します．

特徴③ 　高品質な音声・動画教材を配信可能です．音
声／動画像処理技術により，速度を変えても自
然で聞き取りやすい話速再生を実現します．

3.4　導入の結果
設備を更新する前の LL教室は英語科のみが活用する

教室でしたが，CALL 教室にリニューアルしたことで，
韓国語や中国語といった外国語の授業でも活用が可能と
なります．アクティブラーニング教室においては全授業
で活用可能であり，課題解決型学習を実現し，高大連携
を見据えたグループ学修環境を提供しています．本件の
担当である福翔高校英語科の江口先生からは，「これか
らはやる気のある生徒はクラウドにより，自分のペース
でどんどん利用することができるようになる．積極的に
学習できるような環境を整えて上げることが私たちの使
命でもあると思っているので，この 2教室で様々な利
用方法を考えて実践していきたいと思っている」とコメ
ントを頂いています．

  4  【事例 3】聖路加国際大学シミュレーションセンター
「医療教育支援 ICTシステム」

4.1　概要
医療の実践は高度な技能であり，医療従事者の教育に

おいて患者と接する臨床現場での経験が最も貴重な教材
となっています．そのような様々な臨床体験を再現する
手法として臨床シミュレーションがあります．2016年
4月にオープンした聖路加国際大学シミュレーションセン
ターは，従来の教育設備に臨床現場を模した環境を併設
し，質の高い臨床シミュレーションを可能にしています．

4.2　導入の経緯
医療教育では，学習者が自らの体験をデブリーフィン

グすることにより，自分の行動を客観的に振り返ること
が重要です．このデブリーフィングでは，映像を使うこ
とで効果的に振り返ることができること，また学習者が
能動的に課題解決を行うアクティブラーニングなどの実
践的な学習方法にも適していることから，これを行う
ツールとして，医療教育向けの ICTシステムの導入が
望まれていました．

4.3　特徴
今回，導入された「医療教育支援 ICTシステム」は，

シミュレーションセンターにおける実技を映像化するこ
とで，効果的な医療教育用コンテンツとして様々な学習
に役立てることを目的としています．本システムの特徴
は大きく三つあります．

特徴① 　多数のカメラとマイクを接続して，多角的・
多面的に高画質・高精細の映像・音声を録画し
ています（図 7，8）．本システムでは，セン
ター内の手術室，集中治療室（ICU），病室（個
室，4床室），診療室，学習ラボ等に 19 台の

図７　多数のカメラで録画した映像のモニタ画面

図８　高画質・高精細な録画
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ネットワークカメラと 17台のマイク，5台の
収録システムを接続し，収録しています．

特徴② 　大容量録画です．収録は防犯も兼ねて 24時
間フルタイムで録画し，センター内の録画装置
で 1週間（画像：高精細モード）の保存が可
能です．更に臨床学術センター内のサーバで
は，1週間以上の保存に対応しており，長期間
の録画コンテンツのバックアップが可能です．

特徴③ 　タブレットと連動した操作モニタです．モニ
タと同様の操作が可能な持ち運び用タブレッ
ト（図 9）を使用することで，センター内のど
こでも映像切換や確認が可能です．

4.4　導入の結果
本システムにより，実践的なトレーニング中心の講座

で，学習者自身の作業（手技）映像・音声を録画するこ
とにより，後から正確な振返り学習が可能となります．
更に，先生の作業（手技）の手本映像・音声も保存でき
るので，学習者との比較・検討が可能となります．
また，ユーザから次のような評価を頂いております．

「臨床シミュレーションでは，自分の手技や行動を学ぶ
だけではなく，周りの人がどのように行動しているかを
客観的に見ることも重要になります．そのためには記憶
だけではなく，様々な角度から映像を見て確認する方が
説得力があります．高画質・高精細の映像・音声を録画
できるのには皆さん驚かれています．個人的にはモニタ
ルームに行かなくても席やセンター内どこでも，簡単な
操作でのカメラ切換や，ズーム機能で状況が確認できる
タブレットが気に入っています．今後のシミュレーショ
ンセンターでの訓練や研修が，患者様に信頼を与えるよ
う，積極的に活用していきたいと思います」（聖路加国
際大学・宮坂清之准教授）．

  5  おわりに
ここでは，教育 ICT の事例として，小学校，高校，

大学における導入事例・活用事例を紹介しました．ここ
で示したように，導入の目的や活用方法は，その教育現
場により様々であり，それぞれの事情に適した機器やシ
ステムが強く望まれています．その中で，電子黒板に代
表される高精細・大画面表示，接続を意識しない機器間
の連携，用途に適した簡単な操作性，容量を気にせず使
えるデータセンタやクラウドの活用といった点が，教育
ICTに共通に求められる重要な技術と言え，今後も更な
る技術開発が望まれています．そして，導入頂いた現場
の声にもあるように，教育現場では今後 ICT機器の更
なる活用が期待されています．

図９　タブレットを持ち出して操作も可能

久保田史子 
パナソニック　システムソリューションズ　ジャパン株式会社　
パートナー営業本部営業7部教育事業推進課課長．現在，教育現場
のICT化推進に従事．
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