
ＩＣＴを使いこなして問題を発見し解決する資質・能力について
小学校・中学校での情報活用能力の育成に関する学びを,
より効果的に高等学校で伸ばすことのできる情報科の指導方法
および教材の研究
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和歌山県立星林高等学校について

生徒数 普通科 ２４０名
国際交流科 ４０名 ※ ７クラス規模の学校

進路
生徒の９０％が進学 四年制大学 60％程度

短大・専門学校 30％程度

情報関連の授業
社会と情報（１年生２単位）
情報探究（３年生２単位，選択・学校設定科目）

※ 本年度，普通科のプログラミング授業は３０名で展開
（国際交流科は例年どおり 40名で展開）

※ 国公立は例年30名前後
進学者の内,理系は15%程度



研究主題について

昨年まで―― プログラミングに関する授業を２０時間実施
→ プログラミングに関する授業における情報活用能力の育成に課題
→ 特に，論理的思考に踏み込んだ指導が不十分

和歌山県では，『きのくにＩＣＴ教育』を小学校から高校まで体系立てて実施
→ 体系化した，発達の段階に応じたプログラミングの学習指導内容
→ 小学校及び中学校（技術・家庭科（技術分野））でも、既にプログラ

ミングの学習を始めている。

中学校までの学びを生かして，より効率的な情報活用能力の育成を行いたい



中学校までの学びの内容について①

プログラミングを経験した認識について

持っている 78.1%

プログラミングに対する意欲

ぜひやってみたい 17.9%

少しやってみたい 40.8%

どちらとも思わない 23.4%

あまりやってみたいと思わない 11.4%

全くやってみたいと思わない 6.5%

プログラミングに対する意識

すごく得意になりたい 12.4%

人よりは得意になりたい 49.3%

特にこれといって何も思わない 34.8%

人よりできなくてもかまわない 2.5%

全くできなくてもかまわない 1.0%

※ 選択肢より選択回答 回答できなかった生徒，もしくは無回答の生徒あり

➡ アンケート結果より、
プログラミングがこれまでのような「特別のものではなくなった」と推測する。
※赤字部分より ・「ぜひやってみたい」「全くやってみたいと思わない」が共に減少

・「すごく得意になりたい」「全くできなくてもかまわない」がともに減少
＝ 強い意欲や強い拒否感のない生徒が増加傾向にある



中学校までの学びの内容について②

これまでどのようなプログラミングをしたか
（自由記述）（複数回答あり）（主なものを抜粋）

ロボットを動かす 22.4%

車を動かす 10.9%

スクラッチ 9.5%

キャラクタを動かす 9.0%

コンピュータで制御する組み立てブロック型教材 7.5%

ゲーム作成 4.5%

センサー利用コントロール 3.0%

図形を描く 2.5%

「キャラクタを動かす」の大部分は
スクラッチ等。

全体の８０％は，何らかの記述があり、
チャットアプリ等の記述がある。

多くの生徒が，キャラクタ・車・ロボットを
プログラムで動かした経験がある。

教材を覚えていない，
プログラミングに関する授業と
認識していないなどの生徒も一定数いる。

※自由記述回答・複数回答あり



プログラミングに対するイメージについて

※自由回答・複数回答あり

➡アンケート結果より、
中学校までのプログラミング体験や学習が影響を与えていると推測。
※赤字部分より ・「難解」をあげる生徒の割合は例年とほぼ変化がないが、「楽しい」をあげる生徒が増加。

・昨年度まではほとんどいなかった「便利」をあげる生徒が一定数出現。

プログラミングのイメージについて
（自由回答）（複数回答あり）

難解 ６３．３％

楽しい ２０．０％

便利 １３．３％

かっこいい １０．０％

面倒 ６．７％



中学校までの学びをどう生かすか

〇中学校での体験は，教材もレベルも多様である
→ 特定の教材を発展させて使用することは現実的でない

〇ビジュアル言語の体験を生かす方法の検討
→ 多くの生徒はビジュアル言語の経験がある
→ 情報活用能力育成や科学的な理解のためにも，高校ではテキスト言語をやるべき
→ ビジュアル言語で導入し，途中からテキスト言語に移行するのは，効率的でない
→ イベント型のプログラムなら，中学校の体験に近いものがある

〇これまでのプログラミングの学習を踏まえた検討
・キャラクタや車・ロボットなどを動かしてきた経験を生かす方法
・プログラミングへの理解が進んできていることを生かす方法

※ すでに苦手意識が芽生え始めている生徒も見受けられる



プログラミングに関する指導の方針について

１．「順次処理」「条件分岐処理」「繰り返し処理」の３要素の概念の理解

２．既存のサンプルプログラムを利用して効率よくプログラムを作成

３．具体的に動作するものを通してプログラミングを行う

４．イベント動作型のプログラミング題材を扱う



プログラミングの学習指導計画の立案にあたる考慮について

①和歌山県の「きのくにＩＣＴ教育」プログラミング学習指導案に従う
→ 小学校から高校までの指導が体系化されている
→ 本年度，すでに中学校で「きのくにＩＣＴ教育」を受けてきた生徒が入学
→ 「きのくにＩＣＴ教育」を生かすことが，中学校までの学びを生かすことにもなる

②キーボード入力のスキルを年度当初から計画的にアップさせる
→ 入力スキルを高めておき，プログラミング学習に適応できるようにする

③具体的なプログラミング対象を設定
→ 中学校までの学びでプログラミングで動作させてきた「ロボット」や「キャラクタ」に

代わる，動作が具体的にイメージできるものを検討

④論理的思考の育成にまでしっかりと踏み込んだ内容を実施する
→ ひとつのアプリケーションの制作活動を深く掘り下げる



プログラミングの
学習指導計画

回数 内容

第1回 情報システム アルゴリズム アルゴロジック２
第2回 順次処理 alert()
第3回 順次処理 変数 演算子
第4回 日付関数 date()
第5回 分岐処理 if文 if-else文
第6回 分岐処理 if文 if-else文 復習
第7回 関数 イベント処理 ボタンタグ
第8回 DOM メッセージの表示
第9回 DOM 画像表示
第10回 配列 セレクトタグ
第11回 繰り返し処理 インプットタグ for文
第12回 繰り返し処理 タイマー処理 音声の扱い
第13回 繰り返し処理 タイマーアプリ
第14回 プログラムの工夫 フラグの使用
第15回 プログラムの工夫 様々な使用例
第16回 アプリ作成① キッチンタイマーの作成
第17回 アプリ作成② キッチンタイマーの作成
第18回 アプリ作成③ キッチンタイマーの作成
第19回 アプリ作成④ キッチンタイマーの作成
第20回 アプリ紹介・発表



よりよいプログラミングの指導を目指して

１つのアプリの制作や１つの題材を通し、内容を深めることで学べるようにする

「時間に関するデータ」を活用した，プログラミングによるアプリ制作を行う。
※ 「時間に関するデータ」 については、『きのくにＩＣＴ教育（プログラミング

教育・学習指導案）』においても取り扱うこととなっている。

・端末内部の時計（時間に関するデータ）を用いてアプリ制作を行う
・アプリ制作に向けたテーマを明示し、今年度は「時間に関するデータの活
用」を軸として一連の学習を展開する

「時間」データを軸にした処理を主に扱うために
→ 時間を扱ったプログラミングを意図的に増やす
→ アプリ制作活動では，キッチンタイマーアプリの制作を行う



実習課題の例

①毎時間１枚の課題
②サンプルプログラムを提示
③サンプルプログラムはファイルで配布
④パラメータ変更程度の問題
⑤新たな機能を付ける，または論理的な

変更をともなう様な発展問題
⑥発展的な問題を実現したときの画面

イメージを掲載
⑦キッチンタイマーアプリの制作につな

がるような「時間に関するデータ」を
扱う課題をとりあげる

⑧毎時間，同じパターンの展開で行うよ
うにする



１．自分自身の課題を終えた後，他者に教える等の行動を積極的に行うこと
ができる

２．単元で学ぶ要素を応用して，プログラムを作成できる

３．サンプルプログラムを用いてプログラムをカスタマイズすることができる

４．サンプルプログラムを変更してプログラムを作成できる

５．筆記試験において，プログラムの穴埋め問題等を適切に解答できる

実習時間における評価について

実習以外の時間における評価について



制作課題の例

〇自ら，アプリの機能を考える

〇自ら，画面のデザインを考える

〇実習スタイルはそれまでの実習課題と同じ
①基本となるサンプルを提示
②サンプルプログラムを配布
③画像や音は提供されたものだけ使用
④評価の考え方を示す

S 優れた発想と技能で機能を実現
A 新しい発想を持って機能を実現
B サンプルプログラムを作り替えて機能を追加
C サンプルプログラムに一部機能を追加
D サンプルプログラムのパラメータを変更
E サンプルプログラムどおり



今年の成果と考察（１）

① 昨年度までと比べ、プログラミング学習への意欲が明らかに向上
発展問題までチャレンジする生徒が増加 （授業中の見取りにより意欲を感じる）

昨年 ５割程度の生徒 ⇒ 今年 ８割程度の生徒

※ 本校だけでなく，他校でもプログラミング学習への意欲，スキルともに向上の

報告がある

【考察】
・『きのくにＩＣＴ教育』の成果で中学校段階の学びが進んだ
・ネットワークの回線速度が向上，実習教材を快適に使えるようになった
・実習教材が改修され，文字入力などが快適になった
・年度当初に新型コロナの影響でオンライン等,インターネットやパソコンを使う
機会が激増した

・大学共通テストや在宅ワークの報道等，プログラミングの重要性が社会的に
強く意識された



今年の成果と考察（２）

② キーボード入力スキルが高まり，入力で困る生徒が激減
→ 速度も必要であるが、英字等を正確に入力できるようになることが重要。

正確な入力ができることで、エラーにも気付けるようになる。
※ 中学校段階でテキスト入力の授業に関係なく，全体としてキーボード入力のスキル向

上が見られる

③ プログラミングについての理解がすすみ，高い学習到達度に至る生徒が
大幅に増加
発展問題にチャレンジする生徒 昨年 ５割程度 ⇒ 今年 ８割程度
発展問題をクリアする生徒 昨年 １割程度 ⇒ 今年 ４割程度

※ 中学校段階との学びとの関係を含めて現在分析中



今年の成果と考察（３）

④ 定期考査の正答率がアップ
正答率

昨年４５％程度 ⇒ 今年60％程度

→ 中学校段階との学びとの関係を含めて現在分析中

⑤ 誤字等のバグについては，自身で探して修正できる生徒が増加
プログラム等がなぜか動かないと訴える生徒の割合

昨年 ８割程度（ほとんどの生徒） ⇒ 今年 ５割程度（半数ほどの生徒）

※ 授業中の個別対応数が激減し、進めやすくなった。

→ 中学校段階での学びとの関係を含めて現在分析中



今年の成果と考察（４）

⑥ 授業アンケートにおいて，「満足できる」と回答が増加

「満足できる」と回答した生徒 昨年７０％ ⇒ 90%程度

→ 特定のアプリ制作を行う実習を中心として授業を展開することにより,
活動及びその目標が明確となり、実習に取り組みやすくなった。



本年度の課題とその対応（１）

①アンケートの回答では，“昨年並みの意欲”
対応：意欲の内訳について検討するため、それが、“プログラミング”につい

てのものか,“実習や創作活動”に対するものかに分けて、次年度に
アンケートを実施し、年次比較を行う。

②中学校段階でビジュアル言語の経験を，高校での指導に活かす必要がある
対応：フローチャートを書かせたり，イベント型プログラムの実習課題を実施

したりする。

③配列や繰り返し処理についての理解が不十分であり，使いこなせない
対応：配列や繰り返し処理を行う演習を一定程度，授業で行う。

また、授業の実施方法について検討する。



本年度の課題とその対応（２）

④３０人で実施した授業については，その強みが十分に発揮されているように
感じられなかった。
対応：生徒数の違いを考慮した授業設計を行い、授業の進め方を人数に

よって変えるなどの手立てや、効果的な個別指導方法を検討・検証
する

⑤中学校段階でのプログラミングによる作品制作と，高校段階でのテキストプ
ログラミングによるアプリ制作との評価規準の関係性
対応：中学校のプログラミングの評価規準の調査と発達段階によるプログ

ラミングの評価の体系化

③より良い指導法の検討
対応：「教師が教える」授業から、「生徒が学ぶ」授業への転換


