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１．はじめに 
 現代の社会生活や家庭生活の中では、様々なコンピュータが活用されるようになっ

た。コンピュータは、機械であるハードウェアと、論理的に手順を構成し動作させる

命令群で構成されるソフトウェアで成り立つ。この、ソフトウェア部分を構成してい

る命令群をプログラムという。プログラムについて学習することは、これからの社会

を生き抜く素養のひとつとして重要さを帯びてきている。その理由として、プログラ

ムは、機械に送る細かな命令を論理的に思考して組み立てる必要があり、この思考は

様々な分野において汎用性のある重要な能力であると捉えられてきているからではな

いだろうか。このような背景から、プログラミング教育によって、プログラムを通し

た論理的思考である、プログラム的思考等を育むことが学校には期待されている。 

 中学校では、技術・家庭科技術分野の内容「情報」の中で、プログラムを作成する

などの実践的な学習を行う[1]。中学生には、個人的な関心から、プログラムについて

の知識を得ている生徒も若干いるが、ほとんどの生徒はプログラムについて未知の状

況からのスタートである。したがって、プログラミング学習において、命令の意味や

手順の工夫を考えることは、それまでに経験している学習とは違う感覚を持ち、難し

さを感じる生徒が非常に多いと実感している。このような生徒は、考える内容が難し

いと感じているため、授業で教師の提示したプログラムを模写するように打ち込む。

そして、動作を確認して学習が終了したつもりになってしまっている。このような状

況は、プログラムを構成している命令がどのような意味を持ち、その組み合わせの工

夫が、どのような動作につながっているかについて理解できるようになっているとは

言い難い。つまり、このような授業は、プログラム的思考を育むことが目的というよ

り、プログラムを動作させることが目的となってしまっている。 

 本稿では、このプログラミング学習において、生徒がアルゴリズムや命令について

理解し、プログラムを自ら構築することが可能となるような授業を実践し、その効果

を確認することが目的である。それは一般的に行われているような、教師の提示した

プログラムをなぞらせて理解させようとする学習方法ではなく、生徒自身が命令や手

順を工夫してプログラムを完成させようとする学習方法を開発することといえる。そ

の際、生徒のプログラミングにおける命令選択や手順構築の工夫を支援するために、

身体の動きにより、プログラムの動作を可視化させるアクティビティを実践した。こ

のアクティビティを本稿では、アンプラグド・アクティビティ※と呼ぶ。PC等の電子

機器を常に用いるのではなく、身体を通したアナログな感性から論理的な手順を発想

しようとしたものである。 

また、平成32年度より全面実施される小学校の学習指導要領改訂において議論され

ているプログラミング教育[2]に対して、開発した学習方法がどのような効果をもたら

                            
※ 身体の動作を細かく分解し、その動きの手順を確認することで、コンピュータにおけ

る命令の手順を理解させようとしたものである。コンピュータを用いない手法であるこ

とから、アンプラグド（電源につなげない）・アクティビティと名付けた。 
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図１ 自作した LED 基板 

すと考えられるか考察する。 

 

２．研究仮説と方法 
 前述の通り、ほとんどの生徒はプログラミング経験がない。従って、生徒が自分で

考えてプログラムを作成することは困難である。その理由としては、①プログラミン

グ言語が習得されていないこと、②命令の手順等アルゴリズムの概念を獲得していな

いことが挙げられる。①に対する支援に関して、現在ではScratchやSmalruby等、ブ

ロックを組み合わせることでプログラミング可能なエディタが開発されている。これ

らのエディタを活用することで、プログラミング言語をテキストでコーディングする

ことなくプログラミングが可能である。問題は②に対する支援である。プログラムの

命令をどのような手順で並べれば想定した動作になるかが理解できていないと、プロ

グラミングはできない。しかし、実はプログラムの手順とは、動作を細分化した命令

群であり、新たな知識が必要なものではない。例えば、身体的な動作にも様々な手順

は含まれている。これが細分化した命令で構成されていると考えれば、意識していな

いだけで、実は動作を導く手順に関する知識を既に有している。つまり、プログラム

において動作させる手順と身体的な動作の手順には、類似した部分があり、つなげて

考えることができる。身体動作を分解して考えさせることで、プログラムの動作の手

順が見えてくるということである。従って、目的とするプログラムに類似した動作か

ら考えさせるアンプラグド・アクティビティを開発・導入することによって、生徒が

プログラミングの命令や手順に気づき、プログラミングについて理解できるようにな

るであろうという仮説を設定した。 

 方法としては、基本的な処理である、順次・繰り返し、及び条件分岐に関する実践

授業の中でアンケート調査を実施し、生徒がアルゴリズムに関してどの程度理解でき

ているかを確認した。アンケート調査は、授業展開のどの段階で理解できたかを問う

内容とした。 

 

３．授業実践  

3.1 教材 

 教材として、市販のワン

ボードマイコンと交差点の

信号機を想定したLED基板

を用いた。LED基板は自作

した（図１）。授業では、

LED基板とワンボードマイ

コンとを接続し、マイコン

をプログラムで動作させる

ことでLED基板の点灯、消
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灯を制御させた。 

ワンボードマイコンにプログラムを入力するためには、PCとUSB接続し、PCで生

徒がプログラミングしたものをマイコンに送ることが可能になっている。 

本来のプログラミング作業は、プログラム言語の文法に沿って、命令をテキストで

入力する必要がある。しかし、このようなプログラミングは、必要な命令や手順を考

えること以外に、プログラム言語の文法を習得したり、入力ミスについて意識したり

する必要があり、難易度が高い。必要な命令や手順を考えさせることに生徒が集中で

きるようにするためには、このような、難易度の高いプログラミング作業から解放さ

せる必要がある。そのためにはプログラミング環境による支援が必要である。そもそ

も、中学校におけるプログラミング学習は、生徒にプログラム言語を習得させること

が目的ではない。このため、特定のプログラミング言語を扱うのではなく、プログラ

ミング環境として、ブロックを組み合わせるプログラミングエディタを準備すること

とした（図２)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このエディタは、様々な命令や変数などがブロックになっており、マウスでドラッ

グするだけで、命令を組み合わせてプログラムを作成できる。命令は、条件分岐、繰

り返し、四則演算などが用意されており（図３)、これらを組み合わせれば、多様な

動作をプログラムすることができる。ブロックには命令の意味が日本語で記されてお

り、直感的に命令の意味を理解できる。このことは、初めてプログラミングに取り組

む生徒にとって、命令語のつづりや文法を覚える必要がなく、プログラミングへの苦

手意識を持たせにくくできると考えられる。また、テキスト入力するプログラミング

言語と違って入力ミスが起こらないため、中学生のようなプログラミング初心者に

図２ 使用したプログラミングエディタのプログラミング操作画面 
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図３ プログラミングエディタの命令ブロックの例

とって、プログラムを構成する

ことに思考を集中できるものと

なっている。 

 

3.2 プログラムの処理 

 LEDの点灯、消灯に関する授

業を２時間、スイッチによる

LED点灯に関する授業を１時間、

実践した。必要な処理はプログ

ラムの基本的な命令である、順

次、繰り返し、条件分岐である。

これらを組み合わせることで、

様々なプログラムの作成が可能

になる。授業では、これらの処理を用いることで解決できる問題を提示した。問題と

して提示した具体的内容を表１に示した。 

 

 

3.3 アンプラグド・アクティビティの開発 

 提示した問題を解決するためのプログラムを考えさせる際に、コンピュータの動作

に類似した身体動作をさせ、その動きを分解して命令を発想させるアンプラグド・ア

クティビティを開発した。このアクティビティの内容を表２に示した。これらのアク

ティビティは、身体の動作を分解したときに、プログラムの命令に対応した動作が表

出するようになっている。 

順次処理の理解をねらった「隣の人に命令を伝えて立たせよう」というアクティビ

ティは、「立て」という言葉を禁じており、細かな筋肉の動作や重心移動を言語化し

て、相手に伝えて立たせるようにしたものである。このとき、命令の手順がうまく伝

わらなければ、相手は立つことができない。プログラムでは、正しい手順で、細かく

命令することが必要であることに気づかせる意図がある。 

表１ 問題提示とプログラムの処理 

授業内容 プログラムの処理 授業に要する時間 

LEDを 

点灯、消灯、点滅

出力命令によって、接続したLEDを点灯、

消灯させる。 

LEDの点灯、消灯の順次処理の中に、時間

停止処理を挿入し、LEDを点滅させる。 

２時間 

スイッチでLEDを

点灯 

スイッチの入力を検知させ、条件分岐によ

り、LEDを点灯、消灯させる。 
１時間 
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動作速度の理解をねらった「点滅を手で表現しよう」というアクティビティは、

LEDの点滅を手の開閉で表現させ、プログラムの動作と比較させて動作速度の概念に

気づかせるものである。ただ命令を並べるだけでは、点滅が視認できず、命令を一時

的に停止させるような処理が必要であることに気づかせる意図がある。 

繰り返しの理解をねらったアクティビティは、腕立て伏せ、腹筋、スクワットを効

果的にする筋トレメニューを考えさせることを通して、繰り返しの概念をつかませる

ようにした。動作をまとめる命令の存在に気づかせる意図がある。 

条件分岐の理解をねらったアクティビティは、２人組で行った。後ろを向いている

１人に対して、肩をたたき、その瞬間にパー、グー、チョキのどれかを出す。たたか

れた方は、その瞬間に後ろを向き、パー、グー、チョキのどれであったかを確認し、

当てる。肩をたたいた瞬間の動作、また、パー、グー、チョキを判断する動作が、条

件分岐の概念であることをつかませるようにした。条件とその真偽の判断によって動

作を変化させる命令について理解させる意図がある。 

このように、順次・繰り返し、条件分岐に関する各概念の身体を通じた動作化を通

して、どのような手順でひとつひとつの動作をつなげていけばよいかを考えさせた。

そして、このような動作を言語化したものを、プログラムの命令として捉えさせるこ

とで、プログラム作成時に必要な命令とアルゴリズムの概念を理解させた。 

 

表２ アンプラグド・アクティビティの内容 

処理の概念 アクティビティ 意図 

順次 「立て」と言わず、

隣の人を立たせよう 

立つという動作を極力細分化させ、手順どおり

に組み立て、順次処理に気づかせる。 

動作速度 点滅を手で表現しよ

う 

LEDの点灯をパー、消灯をグーとして、点滅動作

を再現させ、プログラム動作速度について気づ

かせる。 

繰り返し 筋トレメニューを組

み立てよう 

回数を指定することで、繰り返すことができる

ことに気づかせる。 

条件分岐 肩トントンゲーム 後ろを向いている人の肩を２回たたき、振り向

かせる。振り向いた瞬間に、たたいた手を見ら

れたら負け。条件と動作の関係に気づかせる。 

 

3.4 授業展開 

 授業展開を図４に示した。生徒の試行錯誤によるプログラム作成を通して、必要な

命令の使い方やアルゴリズムについての理解をすすめる流れである。まず始めに、動

作させる内容に関するテーマを伝え、作成するプログラムについて押さえた。その後、

自分の力のみでプログラムを完成させる目的で、10分程度、思考の時間を確保した。
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ある程度プログラムに関する知識がある生徒や、これま

での学習からひらめく生徒に対応するためである。多く

の生徒は、この段階ではプログラムを作成することがで

きず、使用する命令やその手順をいろいろと模索するに

とどまると考えられる。次に、アンプラグド・アクティ

ビティ及び、そこからアルゴリズムの着想を得て試行錯

誤する時間を20分程度確保した。その後、この段階でも、

プログラムを完成させられない生徒のために、 後に、

正しいプログラムを提示して解説した。すべての生徒に

完成を促すとともに、すでに完成させている生徒にもよ

り確実に理解を深めさせるようにした。この時間を10分

程度確保した。 

 この授業展開の具体例に関して、LEDを点滅させるプログラムを作成する授業につ

いて説明する。LEDの点灯、および消灯については、これまでの授業で学習しており、

プログラムの作成が可能な状態である。そこで、「LEDを点滅させる」というテーマ

を提示して、自ら試行錯誤してプログラムを作成させる授業を実施した。点滅は、動

作時間を意識する必要があり、単純に点灯と消灯を繰り返すだけでは実現しない。点

灯と消灯の命令を繰り返して実行しただけでは高速動作してしまうために、一瞬で点

滅し、視認できないのである。したがって、プログラムの動作時間と視認時間の差を、

プログラムの命令を工夫することで埋めなければ視認できる点滅動作が完成しない。

具体的には、点灯と消灯の間に、一時的にプログラムを停止させる「待つ」という命

令が必要なのである。このことに気づかず、単純に点灯と消灯を繰り返したプログラ

ムを作成してしまい、点滅が視認できずに悩んでいる生徒が多かった。ここで、アン

プラグド・アクティビティの「点滅を手で表現しよう」を実践した。LEDの点灯、消

灯を、手を開いたり閉じたりして再現させ、自分の作ったプログラムをトレースさせ

た(図５)。そうすると、何度か手を動かしながらプログラムをトレースしているうち

に、動作時間を見落としていることに気づく生徒があらわれ、正しくプログラムを作

成することにつながっ

ていった。この段階で

もプログラムを作成で

きなかった生徒につい

ては、 後の段階で、

教師が正しいプログラ

ムを提示し、解説を行

うことでプログラムを

完成させた。 

この授業展開による 図５ 授業で手を開いたり閉じたりしてトレースしている様子

図４ 授業展開 

20分 

10分 

10分 
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生徒の思考と学習活動とのつながりについて、顕著に表出していた生徒を例に挙げて

説明する。この生徒は、自分の考えで試行錯誤する段階の比較的早いうちに点灯と消

灯の命令を並べるプログラムを完成させた。しかし、作成したプログラムを実行した

ところ、LEDが点灯し続けてしまい、消灯の命令が実行されていないことを確認した。

この生徒は、プログラムを繰り返し動作させるループブロック内に、点灯命令と消灯

命令を並べており、高速動作のために点灯し続けているように見えたのである。自分

の作成したプログラムには、消灯命令が確かに組み込まれているのにもかかわらず、

消灯しないという結果に、しばらく考え込んでいた。その後も自分の考えで試行錯誤

したが、その内容は、命令のメニューを探ったり、点灯と消灯を並べ換えて動作確認

をしたりだった。なぜ点滅しないのか、その原因を特定できないようであった。この

生徒は、テーマを聞いてすぐに、点灯と消灯の命令を順番に並べるプログラムを想起

し、作成したと考えられる。実行結果がうまくいかなかったにせよ、ひらめいたプロ

グラムをすぐに作成できたのは、プログラミングエディタが、直感的に扱えることに

よると考えられる。命令がプログラミングエディタにメニュー化されているため、テ

キスト入力によるエラーを気にせず、アルゴリズムにエラー原因を絞って思考できる

こともあるだろう。このことは、点灯、消灯の命令をいろいろ組み替えて確認したり、

使える命令がメニューにないかを確認したりする姿が見られたことからも明らかと考

える。 

この後のアンプラグド・アクティビティ（LEDの点灯をパー、消灯をグーで再現）

の場面では、教師の指示によって、手

で点滅を再現して考えた。その後の思

考場面では、自分で作成したプログラ

ムの点灯、消灯にそって、手を開いた

り、閉じたりして確認した。自分のプ

ログラムを自分の手で動作させたと考

えられる。何度も、自分のプログラム

と手の動作を比べて見ていたが、何か

に気づき、命令のメニューから「待

つ」という命令を探り出し、点灯と消

灯の命令の間に並べ、点滅のプログラ

ムを作成することができた(図６)。こ

のとき、自分の手の動きでプログラム

の点灯、消灯をトレースしたことに

よって、点灯、消灯の順番自体は誤り

ではないことに確信を持てたのではな

いかと考えられる。LEDが正常に点滅

しない原因がそれ以外にあり、他に見 図６ 生徒が完成させた点滅プログラム 
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落としているものがないかを探った結果、点灯と消灯の動作時間についての命令がプ

ログラムに必要であることに気づいたのではないだろうか。そして、メニューから

探った結果、命令を一時的に止める「待つ」という命令によって、動作時間を制御す

ることが可能であることに気づき、プログラムを完成に導いたと考えられる。 

この生徒のように、正しい点滅プログラムを作成させるために、自分の身体動作に

よってプログラムの命令を実践させ、実行速度の違いによるプログラムの工夫の必要

性に気づかせることを期待した。自分がプログラムを作成して実行しただけでは捉え

られない時間的な問題を、身体動作を介することで捉えられるように支援したのであ

る。そして、プログラミングエディタを活用することで、プログラムのエラーを探る

思考について、アルゴリズム部分に絞ることを可能にしている。 

 

3.5 調査期間及び対象被験者 

 平成28年度６月に、鳥取県鳥取大学附属中学校にて授業実践を行った。学年は、３年

生の内の２クラスであり、その構成は、男子35名、女子33名、計68名である。このうち、

授業に欠席していた生徒を除いた、男子34名、女子33名、計67名を対象とした。 

 

４．結果と考察 

4.1 実践結果と考察 

 順次・繰り返し、条件分岐のそれぞれの授業におけるアンケートの結果、アルゴリ

ズムについてどの段階で理解できたのかを、表３に示した。 

 

 

 このことより、順次・繰り返しに関する授業、条件分岐に関する授業ともに、ほぼ

半数の生徒がアンプラグド・アクティビティの導入によって理解できたと答えている。

導入する前の状態では、ほとんど理解できていない状況であったものが、大幅に増え

ていることから、アンプラグド・アクティビティの導入は約半数の生徒への理解に結

びつけることができたといえる。 

 また、プログラムが理解できたかを問うアンケートについて表４に示した。 

表３ 理解できた段階の人数と割合 

N=67 （単位：人、ただし括弧内は％)

 順次・繰り返し 条件分岐 

アクティビティ導入前に理解できていた 0（0.0） 2（3.0） 

アクティビティ導入後に理解できた 34（50.7） 34（50.7） 

答えを聞いて理解できた 33（49.3） 31（46.3） 
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 理解度の高低はあるものの、理解できなかったと答えた生徒は極めて少なく、授業

において、ほとんどの生徒に理解を促すことができたといえる。 

 これらのアンケートの回答より、アンプラグド・アクティビティの導入時点におい

て約半数の生徒に理解を促すことができており、さらに残り半数にも解答を提示する

ことにより理解を促すことができた。この授業により、ほとんどの生徒に、プログラ

ムについて理解させることができたのである。このような結果を出せたのは、いきな

り解答を提示して、プログラムをトレースさせるのではなく、アンプラグド・アク

ティビティを導入したことが要因であると考えている。つまり、アンプラグド・アク

ティビティの導入により、半数はアンプラグド・アクティビティによって概念を捉え、

プログラムを構築していった。また、残りの半数は、アルゴリズムの概念を漠然と捉

え、その後、解答を提示されたことで、アンプラグド・アクティビティで得た概念が

具体的なプログラムとつながり、漠然としていた概念が明確になったのではないかと

推察する。 

プログラム学習に関しては、生徒もほとんど経験がなく、既有知識が極めて少ない。

当然、概念を獲得することがスムーズにいかないことが想定される。その状態で、い

きなりプログラムを提示すれば、よくわからないことから、書き写すだけの学習に終

わってしまう可能性がある。本研究における授業実践は、可視化した動作から類似概

念を引きだしてプログラムとつなげた。そして、プログラムの理解を促した。これは、

プログラムの経験がなくても、類似した身体動作をつなげることで、生徒の理解をす

すめることができることを示唆している。 

 

4.2 小学校プログラミング学習 

 小学校においてプログラミング学習を実践していく際には、これまで、中学校にお

いてそうであったように、学習者の経験を頼ることはできない。むしろ、小学生段階

であるということは、より生活経験は少なく、その理解は困難になることが予想され

る。プログラム的思考を獲得させるために、いきなりプログラムを学習させようとす

ると、子どもたちの理解が追いつかず、ただプログラムを作らせる経験をさせただけ

に終わる可能性もある。アンプラグド・アクティビティは、身体を動かしたり、実際

の現象を再認識したりすることで、動作の構造を分解し、手順を理解することにつな

表４ 理解ができたかを問う内容 

N=67 （単位：人、ただし括弧内は％)

 順次・繰り返し 条件分岐 

しっかり理解できた 20（29.9） 45（67.2） 

すこしは理解できた 47（70.1） 21（31.3） 

理解できなかった 0（0.0） 1（1.5） 
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げるアクティビティである。プログラミングという未知の経験からいきなり考えるの

ではなく、自分の認識できる範疇からの理解を促す。こうした、思考のハードルを下

げる段階を意識した授業づくりが望まれるのではないかと考える。 

また、小学生段階では、実際にプログラミングをさせる中でこのようなアクティビ

ティを行っても、すぐには動作を分解したり、動作と命令との関連を結びつけたりで

きないと考えられる。本研究では、プログラムを作成する目標の中で身体の動作を分

解して考えることで、プログラムに必要な手順が見いだせることを明らかにした。す

なわち、プログラム的思考は、コンピュータを制御するプログラムを作る中でのみ育

成するのではなく、むしろ、コンピュータを用いない身体的な動作を論理的に考えさ

せることでも、その育成が可能であると考える。小学生という段階ではこのような学

習を取り入れ、プログラムを完成させることに意識を向かわせるのではなく、命令や

手順を工夫することで、自分の求める動作を作り出せる創造性に意識を向かわせるこ

とが重要であろうと考える。 

 

５．今後の課題 
 アンプラグド・アクティビティによって、プログラムを完成させることではなく、

アルゴリズムの構成や命令の意味を理解させることに焦点を当てることができた。そ

して、生徒が主体的にプログラムを作成し、完成させる活動につなげることができた。

しかし、アンプラグド・アクティビティが、どの程度、概念の理解を導いているのか

は明らかになっていない。今後も、アンプラグド・アクティビティを導入したプログ

ラミング学習を実践し、どのようなアクティビティが、どのように概念理解に導いて

いるのかを明らかにしていきたい。 
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