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背景1．社会の変化

【Society5.0】
サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）
を高度に融合させたシステムにより，経済発展と社会的
課題の解決を両立する，人間中心の社会（超スマート社会）

(内閣府 2016)

コンピュータを理解し上手に活用していく力
→将来どのような職業につくとしても，極めて重要

（文部科学省 2018）

今の子供たちが活躍する頃の社会では情報技術は
生活の中で当たり前のもの
→情報技術を手段として効果的に活用していく
ことの重要性が一層高まっていく

（文部科学省 2019）



背景2．プログラミング教育の導入

◎平成29年3月31日 新学習指導要領 告示
→小学校におけるプログラミング教育の必修化（R2年より実施）

◯「情報活用能力」に含まれる資質・能力を育成すること
【思考力，判断力，表現力等】→プログラミング的思考の育成

プログラミング教育のねらい

◯各教科での学びをより確実なものにすること

学習の基礎となる資質・能力→言語能力，情報活用能力

『プログラミング的思考』
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



背景3．導入に関する現状

プログラミング教育に関する自己の知識・理解
の不足を感じている・・・92％ (黒田ら 2017)

早急に準備を行なっていく必要性

【教育委員会における取り組み】
研究会や研修を行なっていない→ 80％ （文部科学省 2018）

小学校教員の学校にいる時間→ 平均11時間54分
教材準備の時間が十分に取れない→ 90.5％

（ベネッセ，2016）

教員志望の学生に対する研修の必要性



本研究の目的

・プログラミング教育に対する準備が
十分とは言い難い

・教員養成課程で学ぶ必要性

課題

【目的】

学習者のプログラミング教育に対する意識変容
と本実践との関わりについて明らかにすること



使用する教材について

マイコンボード
→プログラムを具体的に捉えることができる

（林ら 2018）

英国の⽣徒
micro:bitは誰でもプログラミングをすることができる：90％

（Micro:bit教育財団 2017）
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・教育用マイコンボード
・日本の小学校100校に寄贈済み
・様々なセンサが付属
（温度，方角，照度等）

micro:bit



本研究の流れ

教育実習を経験している学⽣を
対象とした実践（4年⽣）

分析・改善

教育実習を経験していない学⽣を
対象とした実践（2年⽣）

分析・⽐較・考察 ・課題を改善した授業を実践
・受講者の実態に配慮した

授業作り

教育実習経験の有無による
実態の違いを⽐較



教育実習を経験している学生を対象とした実践

対象：教育学部4年生 18名

プログラミング教育について

micro:bitの使い方について

プログラミング演習

グループディスカッション

授業デザインの発表

グループでの振り返り

実施時期：11月（1～2限）
＜授業の流れ＞

教科における実践事例
理科・体育科・音楽科・家庭科



調査・分析（教育実習経験済）
事前アンケート
■プログラミング教育に関して（20問/4件法による回答）

■プログラミング教育に関して（20問／4件法による回答）

■micro:bitに関して（5問／4件法による回答）

■自由記述

事後アンケート

「とてもそう思う」：4点，「ややそう思う」：3点
「あまりそう思わない」：2点，「全くそう思わない」：1点
→平均点を算出，事前と事後を比較(ｔ検定)

肯定回答 否定回答に分類
直接確率計算

・良かった点，改善点，感想について記述
→カテゴリに分類・集計

肯定：「とてもそう思う」，「ややそう思う」
否定：「あまりそう思わない」，「全くそう思わない」
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プログラミング教育の⽬的について理解している

プログラミング的思考について理解している

平均値事前 事後

知識の獲得

結果・考察（教育実習経験済）
◯アンケート調査の結果（N＝18 ） **p<.01
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・プログラミング教育を取り入れた授業をイメージすることができる

授業イメージの具体化
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結果・考察（教育実習経験済）

◯⾃由記述(改善点)の結果
カテゴリ名 件数 回答例
活⽤事例の
情報不⾜ 10 micro:bitの使⽤例をもっとたくさん知れたら

いいのでは（教科ごとに）

micro:bitの
情報不⾜ 3

はじめもっと丁寧に使い⽅を教えていただけ
たら⼾惑うことなく，もっとスムーズに使
えたかも知れません

学ぶきっかけ 2 ⾃分で調べてみようと思う

プログラミング
的思考 2

作るときにスライドを⾒ながら作ったので，
⽅⾓とかの数値がなぜそうなるのかを考え
なかった

必要性 1 プログラミングをやる必要性を⾃分があまり
感じることができなかった

合計 18



結果・考察（教育実習経験済）

◯⾃由記述(改善点)の結果
カテゴリ名 件数 回答例
活⽤事例の
情報不⾜ 10 micro:bitの使⽤例をもっとたくさん知れたら

いいのでは（教科ごとに）

micro:bitの
情報不⾜ 3

はじめもっと丁寧に使い⽅を教えていただけ
たら⼾惑うことなく，もっとスムーズに使
えたかも知れません

学ぶきっかけ 2 ⾃分で調べてみようと思う

プログラミング
的思考 2

作るときにスライドを⾒ながら作ったので，
⽅⾓とかの数値がなぜそうなるのかを考え
なかった

必要性 1 プログラミングをやる必要性を⾃分があまり
感じることができなかった

合計 18

たくさんの事例を実践するプログラミング演習
→反復的なプログラミング演習
→プログラミング的思考を促す演習が必要



教育実習を経験していない学⽣を対象とした実践

対象：教育学部2年⽣ 32名（調査対象者：29名）

プログラミング教育について

micro:bitの使い⽅について

プログラミング演習

授業事例の紹介

実施時期：2019年12⽉（4限）
2020年1⽉（4限）

＜授業の流れ＞

授業者が⼝頭で説明

・試⾏錯誤できる課題設定
（⽅位磁針を作ろう）
・ペア・4⼈グループを編成



調査方法（教育実習未経験）

事前アンケート
■プログラミング教育に関して
（20問/4件法による回答）

■プログラミング教育に関して（20問／4件法による回答）

■micro:bitに関して（5問／4件法による回答）
→直接確率計算
■自由記述→カテゴリに分類・集計

事後アンケート

・平均点を算出
・「教育実習経験の有無」第一要因，「意識変容」第二要因
→二要因混合比較による分散分析（4年・2年）
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結果・考察（二つの実践を通して）
算数科の授業をイメージできる 理科の授業をイメージできる

交互作⽤：有意差なし 交互作⽤：有意差あり

＊＊

＊＊ ＊＊

＊＊

**p<.01**p<.01

国語科，社会科，家庭科，⾳楽科算数科，⽣活科，図画⼯作科，体育科
外国語科，道徳，総合，特別活動

授業イメージ
事前＜事後

授業イメージ（事後）
4年＜２年



結果・考察（教育実習未経験）

カテゴリ名 件数 回答例

イメージの具体化 10 
実践的にプログラミング教育について

の学びができることでイメージしや
すかった

ペアワーク 7
ペアを組み協⼒し合うことで，考えを
出し合いながら取り組むことができ
た

プログラミング演習 4 体験を楽しみながら学ぶことができた
意識変容 2 プログラミング教育に対しての印象が⼤き

くかわりました

⾃由記述（感想）の結果

その他のカテゴリ：「授業⽅法」，「micro:bitの評価」，「知識の獲得」

課題改善の効果



まとめ
＜⽬的＞
・教員養成課程学⽣を対象としたmicro:bitを⽤いた

プログラミング教育の実践
・実践と学習者のプログラミング教育に対する意識変容を

明らかにする

＜課題＞
・受講者の予備知識によってプログラミング教育に対する意識がどの
ように関係しているのかを明らかにしていくこと

＜⽅法＞
教育実習を経験した学⽣を対象とした実践

改善 教育実習を経験していない学⽣を対象とした実践

・試⾏錯誤するプログラミング演習→プログラミング的思考を育む
・２年授業イメージ→⼝頭での説明で⼗分
・プログラミング演習におけるペアワークの必要性
・授業イメージ：事前＜事後


