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研究課題 

学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関す

る実践研究 

○社会の情報化の進展に主体的に対応できる能力と態度を育てるための学習・指導方

法及び評価方法の工夫・改善に関する実践的研究 
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研究内容等掲載ウェブサイト URL https://www.seirin-h.wakayama-c.ed.jp/ 

研究のキーワード 

プログラミング学習  JavaScript  Monaca  グループワーク  プログラミング学習の評価方法 

研究結果のポイント 

○ プログラミング学習の目標を定め，学習目標，指導と評価の方法としてまとめた 

○ グループワークについて学習課題と実施上の問題を示すことができた 

○  プログラミングの実習環境についての事例を示すことができた 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

社会の課題を発見し，ＩＣＴを使いこなして解決しようとする資質・能力の育成指導方法 

～ 情報社会で主体的に対応できる人材の育成にプログラミング教育を生かす ～ 

 

（２）研究主題設定の理由 

新たな産業やサービスに関わる人材の育成は県内産業界の発展のために急務であり，社会の課題

を発見し IT を使いこなして解決しようとする人材を育てる必要がある。そのひとつの方策として，

教科「情報」における「ICT や情報社会の進展を肯定的に捉え，プログラミングを含めた ICT を

十分に活用できる能力と態度を高校生の段階で身に付けさせる指導」が重要であると考える。そこ

で，ICT やプログラミングに対してしっかりとした基礎知識を身に付けながら，さらに情報社会に

主体的に関わっていこうと考える人材の育成には，どのような指導が有効なのか，またどのような

学習ができるのかを探りたい。 
 
（３）研究体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県教育委員会 学校教育局 県立学校教育課 

和歌山県立星林高等学校 
学習指導委員会 
校長・教頭・教務部教員 
情報科担当教員 

協力企業 
・教材の開発における助言 
・教員研修 
・メンターの派遣 
 
協力大学の教授等 
・カリキュラムの開発助言 
・教員研修 
・メンターの派遣 
 

知 
事 
部 
局 
等 

県内教員による研究グループ 

・年５回の会議によ

る助言 
・授業支援 
・メール，電話等に

よる個別助言 
・その他質問対応 

和歌山県情報教育研究会 
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依頼・協力 協力 指導・助言 

依
頼 

 指導・助言 



（４）１年目の主な取組 

平

成

30

年

度 

平成 30 年度  

・授業案の作成（４月 11日～10月 31日） 

・授業実践による検証（７月９日～12 月 11日） 

・第１回きのくにＩＣＴ教育ワーキング会議にて指導案に関する協議（６月８日） 

・第２回きのくにＩＣＴ教育ワーキング会議にて指導案に関する協議（８月７日） 

・全国情報教育研究会全国大会秋田大会視察（８月９日～10日） 

・きのくにプログラミング教育フォーラム参加（８月 20日） 

・研究授業「関数の利用」を実施（10 月 17日） 

・研究授業「DOMを用いて表示画面の内容を変更する」を実施（10 月 17日） 

・和歌山大学教授によるグループワークに関する指導助言及び協議（11月 20日） 

・評価方法の検証（４月 11日～11月 20日） 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
①プログラミング学習の導入部分の検討 

 高等学校段階のプログラミング学習においては，中学校までの知識や経験を最大限に利用しなが

ら学ぶことが効果を上げる上で大切だと考える。小中高と体系的な接続を考えたプログラミング学

習の導入部分を研究した。 

②JavaScriptを教材とした学習・指導方法，評価方法 

 社会の情報化に主体的に対応できる能力と態度を身に付ける指導及び評価方法を研究した。その

際の実習教材として JavaScript を利用し，プログラミングや ICT を十分に活用できる能力の育成

について研究した。また，プログラミングの学習課題を行う際の一人一人の生徒の習熟や進度の差

に対応する指導方法を研究した。 

③プログラミングの実習環境について 
 プログラミング学習の目標に合う実習教材は何かを研究した。 
④グループワークの実施による社会の課題の発見・解決と評価方法 

 プログラミングの指導において，グループワークを取り入れ，グループワークの学習課題設定，

評価について研究した。 

⑤企業や大学等と連携した，将来に生かせる学習内容の研究 

 学習内容が企業や大学から見て，期待される人材育成になっているか研究した。 

 
（２）具体的な研究活動 
①プログラミング学習の導入部分の検討 

 小中高の体系化したプログラミング教育を実施し効果をあげるため，スクラッチなどのビジュア

ル言語で学習をスタートすることやロボット関連の教材で指導を始めることを検討した。検討材料

として，授業開始前にアンケート調査を行い，対象学年の約 26%の生徒はロボット制御を主とした

プログラミングの体験があったが，中学校からの接続は現時点ではあまり考慮する必要はないと判

断した。また，指導計画を作成してみて，途中で実習環境を変更するよりも同一の環境で習熟する

方がより目標を達成できると判断した。 

プログラミング学習を行う動機付けは大切であると考え，現行学習指導要領での「社会と情報」

内では「社会における情報システム」の単元を利用して，プログラムと情報システムの関係から学

習をすすめ，プログラムの三つの基本制御構造とアルゴリズムについてしっかり身に付けるように

した。そのための教材として電子技術産業協会（JEITA）の「アルゴロジック」を導入に使うこと

とした。 

 また，テキストベースの環境においては，キーボード入力の未熟さがプログラミングの困難さを

招いており，サンプルプログラムの提供や，タイピングの事前練習を行ったが，事後アンケートに

おいても，プログラミングが面倒だと答える生徒が各クラスに数名いた。 

 

②JavaScriptを教材とした学習・指導方法，評価方法 



 JavaScript でプログラミングを進めるに当たって HTML の理解は必須であった。プログラミング

学習の前に，Webとネットワーク，HTMLの学習を実施した。 

 また，プログラミング学習の目標を，生徒の独自性を生かしたモバイルアプリの作成を通した課

題を発見し解決しようとする態度と能力の育成とした。モバイルアプリの作成は，グループワーク

を実施することにより，主体的に行動できる実習場面を設定することが重要と考えた。タブレット

のセンサーを利用したモバイルアプリの作成も検討したが，簡単なクイズアプリ作成を目指して指

導計画を構成し，具体的には下図のような指導計画となった。 

 

 JavaScriptを使用して何を学習するか検討した。目指すアプリ像を「画面に変化がある」「こち

らのアクションに対して反応がある」とし，そのためには，関数と DOM処理は必須であると考えた。

日時データの扱いはモバイルアプリ作成へつなげるための将来の素養として入れた。繰り返し処理

は基本制御構造でもあり必須と考えたが，時間的に計画に入れることができなかった。 

指導方法は，必要な説明の後，各単元の演習形式の課題を毎時間２題ずつ実施するものである。

課題の進行が生徒によって差が出ることに対処するために，各課題には追加の課題を設定した。基

本的な課題は全員必須でやることとし，評価は課題の達成度で行った。追加の課題については達成

すればわずかに評価を加点するという方式とした。指導の工夫として，課題を達成できた生徒はで

きていない生徒を教えてもよいとしたが，追加課題の達成率が想定より低く（課題にもよるが概ね

20％以下），他の生徒に教えるという場面はあまり見られなかった。 

また評価の対象は課題の達成度だけでなく，プログラムへの理解も必要であることから，ペーパ

ーテストも実施した。 

 

③プログラミングの実習環境について 

 本県は，小中高を通して体系化したプログラミング教育を実施しようとしており，高等学校にお

いては，プログラミングにより課題解決を行うことを想定してテキスト言語による実習が必要であ

るとして準備を進めている。現時点で利用可能な実習設備は以下のとおりであるが，これは本県の

多くの高等学校においては標準的な設備である。 

ＯＳ Windows7 32bit    ファイルサーバ及び Skymenu管理システム 

ＣＰＵ Core-i5       インストールソフト MS-Office2013(Word,Excel,Powerpoint) 

メモリ ４ＧＢ                   Photoshop Element 

ＨＤＤ 300ＧＢ       ＰＣ以外に iPad14台及び iPad用 WiFi環境 

 次年度から，本県が全県的にプログラミングの実習を行うにあたり，実習環境の一つとして準備

をすすめているアプリ開発ツール（本校では「Monaca」を活用）を使用してプログラミングの指導

を行うことを検討した。「Monaca」は，JavaScriptを利用したクラウドベースの統合開発環境であ

る。Google Chromeを用意するだけで利用でき，タブレットやスマートフォンでもプログラムを実

行することができることから，プログラミングを含めた ICTを十分に活用できる人材の育成に使用

できるものと判断した。しかし，クラウドベースであるため，生徒が作成したファイルを教師が確

認できないこと，授業以外でも実習可能なこと，他の人のプログラムをコピーできること，などを

考慮する必要があり，実習環境が評価方法にも影響を与えた。 

 

 

 

 

 

 

基本的な HTML を学んだ後 JavaScriptへ 

課題形式の実習を単元テーマに合わせて実施 

 

 

 

①alert文及び順次処理 

②変数 

③Date()による日時データの扱い 

④if文による分岐処理 

⑤関数 

⑥DOMによる表示文と画像の変更 

HTML 及び基本タグ 

①<body>タグ alert文 

②<h1><h2><br>タグなど 

③<a>タグによるリンク 

④<img>タグによる画像表示 

グループワーク 



④グループワークの実施と評価方法 

 グループで考えることでプログラムに工夫を加え，課題を発見し解決しようとする態度と能力の

育成を目標として，グループワークを実施した。四人を１グループとして，「５択で解答するクイ

ズアプリの作成」を課題とし，問題数は 10 問以上とした。最終的な作品は，iPad にて動作しクイ

ズアプリとして楽しめるもの，問題分野が偏っていないもの，情報モラルに反しないもの，とした。 

各グループに１台 iPad を貸与し，クイズアプリの動作や使用感を確認するのに使用させた。制

作時間は全４時間で，各班には共有で使えるグループフォルダを一つ提供した。評価はアプリが動

作すること，使い易さ，コンテンツの内容，問題数，情報モラルを項目として相互評価で行った。

毎時間ワークシートに自分とグループメンバーの役割と進捗を書かせ，それも評価対象とした。 

 作品発表及び相互評価は，iPadで動作する状態にした各グループが作成したアプリを相互に使用

して行う形をとった。グループで評価について討論した後，各個人で独自の評価を行った。 

 グループワークについては，プログラミング以外で生徒が活躍する場面も多く，授業の満足度は

高かった。事後アンケートで，プログラミングの役割を果たした生徒は 27.5%であったが，36.7%

がプログラミングや IT関連の仕事をしてもよいと回答し，プログラミングが無理でも関連の仕事

をしてもよいという生徒を含めると 63.8%がプログラミングや IT関連の仕事でもよいと回答をし

た。少ない時間でグループワークを実施するため，プログラミング上の工夫としてクイズの正誤の

画像表示や得点がでること，解答時間の表示などのサンプルプログラムは例示した。またネット上

の Creative Commons License を付与された画像の使用を認めた。改善点としては，グループが打

ち合わせをするスペースの確保，プログラミング上の工夫をする仕掛け，作品完成後の評価を改善

に生かす場面設定などが挙げられた。また，複数人で協力してプログラムを作成する場面をうまく

設定できず，結果としてクイズ問題などのコンテンツにグループ活動の焦点が当たり，狙いとした

プログラムの工夫による課題解決場面があまり生まれなかった。 

 

⑤企業や大学等と連携した，将来に生かせる学習内容の研究 

 プログラミング学習の内容は，協力企業の助言に基づいて計画をしたものをベースとして，グル

ープワークに詳しい大学教授などの助言を得て作成した。特にグループワークについては多くの改

善点を発見した。 

 
３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○ 簡単なコマンドで動作を確認できるシミュレータがプログラミング導入に効果があった。 

○ プログラミングの実習教材として JavaScriptはうまく機能した。 

○ プログラムを完成させることが達成感につながり意欲が高まった。 

○ グループワークをすることが，ICTを活用するという姿勢を持たせることにつながった。 

● グループワークの内容や目標が，プログラミングによる課題解決の場面につながりにくいこと

から見直しが必要であり，プログラミングを含む総合実習とすることを検討する。 

● 作品発表及び相互評価を行った後、作品の見直しや改良などの新たな課題解決の時間を取るこ

とができなかった。発表の後の時間をしっかり取るため，単元の授業構成を検討する。 

● 基本制御構造のうち，繰り返し処理をどう取り入れていくか課題となった。 

● プログラミングに対する難しさや面倒さを感じる生徒に，学習意欲をもたせ，自ら学ぼうとす

る姿勢を育むにはどのようか仕掛けが必要か課題となった。 

 

４ 今後の取組 

今年の研究から，プログラミングの面倒さを解消するために，事前にタイピングの練習を入れる

ことやプログラムのひな形提示，サンプルデータの配布を増やすことを考えている。それによりプ

ログラミングの難解さがどう和ぐか，また授業の効率化が図られることで，繰り返し処理など新た

な学習内容をどこまで取り入れることができるかを検証したい。 
また，グループワークについては，アプリ開発など ICT 活用への意欲を高める点からさらに充実

を図りたい。その際，プログラミングに関する実習としてだけでなく，他の学習分野も含めた総合

実習的な視点で学習目標を考え直すことや，相互発表を発展させて，自ら見つけた新たな課題解決

場面を設定した授業を考えたい。 


