
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

和歌山県立星林高等学校

情報科 教諭 西川充伸



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

進路 進学 ９０％ 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）

※ 普通科は３０名で展開
国際交流科は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

和歌山県では，『きのくにＩＣＴ教育』を小・中・高等学校で体系立て
て実施している。

＝ 本校入学生は何かしらのプログラミングの学習経験あり
→ 中学校までの学びを生かし，より効率的に情報活用能力を育成する

昨年までの研究から
① プログラミングはすでに特別な体験ではない
② ビジュアル言語の経験者が多いが，プログラミング体験は多種多様である
③ サンプルプログラムを配布する授業形式がうまく機能する
④ 事前に行うタイピング練習等でのスキルアップにより，入力ミスなどが減り，

苦手意識をもちはじめる予防策になる
⑤ グループで１つのプログラム作成を行う学習は効果的に進めにくい
⑥ アプリ等，実機が動作したり，ビジュアル的な結果の出力があるものが中学校

までのプログラミング学習の体験に続くものとして合っている



昨年までの研究から分かった本校での学習の方向性１

❶ 共通科目であり，様々な層の生徒が学ぶ
＝ 動的に動くプログラム等を用いて興味・関心を高める工夫が必要

※ 高校までに既に苦手意識を持っている生徒も一定数いる

❷ ビジュアル言語の経験者が多い

→ 本校では，関数の定義・使用による構造の整理という点を踏まえ，
テキスト言語での学びによる科学的理解をねらいとすることが妥当

→ 中学までの体験・使用教材は多種多様（共通のものはない）
→ ビジュアル言語と同時に，テキスト言語の理解を促すのは非効率的

※ ただし、ビジュアル言語やブロック型ツールの発展は注目すべき点あり

❸ タイピングスキルの向上は学習効率を上げる

→ 隙間時間を利用してタイピングの練習時間を事前に確保
→ 半角全角の打ち分け，記号の入力スキルは特に効果が大きい



昨年までの研究から分かった本校での学習の方向性２

❹ サンプルプログラムを配布し，カスタマイズする実習が効率的
→ なぞり型，写経型，自由記述型よりも意欲が高まる
→ 配付するサンプルプログラムの工夫で理解度を高められる
→ 生徒がＷｅｂで調べ，応用するなど，発展性のある工夫がよい

❺ グループで１つのプログラムを作成するような学習活動では，短い時
間でプログラミングスキルの育成を効率的に行いにくい

→ 授業で扱う題材や時間数程度では役割分担の効果が低い
→ メンバー全員でプログラムを作成するなどの活動にならない
→ 協働する力の育成に注力して実施する場合など，グループワークに

よる気づきや意欲の向上には効果的である

❻ 直感的，視覚的に動作するアプリを作成する学習が効果的である
→ 図の表示や動作，音を用いた実行結果により，実感を得やすい



今年度の取り組みについて（１）

① 本県「きのくにＩＣＴ教育」の
学習計画に準拠

→ 中学校からの体系化への期待
→ プラグラミング等の体験が年々充実

※ 現時点で他府県より，
経験値がそろいやすい。

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500100/d00207358_d/fil/kiICT_taikeizu.pdf
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500100/d00207358_d/fil/kiICT_taikeizu.pdf


今年度の取り組みについて（１）

○ 本県「きのくにＩＣＴ教育（プログラミング教育）」
の中学校での学習活動と育成する力

・デバッグ(しようと)する力
・フローチャート等の思考ツー

ルを用いて，情報を図による
表現として認識・活用する力

・論理的に考えて課題を整理し，
解決すべき点を明確化する力

・他者との協議を通して，より
よいものを創り出そうとする
力 など



今年度の取り組みについて（２）

② 問題解決型のアプリ作成を最終的に行う
・問題解決をプログラミングの内容で実施

→ 社会や身近な生活とプログラミングの関わりを考える場面を作る

・グループによる学習活動（協議や話し合い等）は必須
→ 他者との協働は，主体的に取り組むための要素としても重要
→ ただし，１つのプログラムを複数人で作ることには課題あり

（平成30年・令和元年度研究成果より）
→ 技能の習得や活動に長尺を要する

⇒ 個別でプログラムを作る ＋ 協議を用いた問題解決学習



単元の学習指導計画 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 関数 イベント処理 ボタンタグ
第7回 DOM メッセージの表示
第8回 DOM 画像表示
第9回 配列
第10回 配列 セレクトボックス
第11回 繰り返し処理 インプットボックス for文
第12回 繰り返し処理 時計作成
第13回 繰り返し処理 音声の利用 配列利用
第14回 繰り返し処理 分岐処理 タイマー作成 問題解決課題
第15回 問題解決課題（問題発見，画面設計，フローチャート）

第16回 問題解決課題（グループディスカッション，アプリ作成）

第17回 問題解決課題（アプリ作成）
第18回 問題解決課題（アプリ作成）
第19回 問題解決課題（アプリ作成，紹介動画作成）
第20回 アプリ作成発表

【今年度の計画・実施】
・第１～14回は基本技能の習得，

構造的な理解に焦点を合わせた
学習

・第15～20回は問題解決学習

【手立て】
・最終的なアプリ作成につながる

学習活動（きのくにICT教育）
・昨年度から課題のあった配列と

繰り返し処理の時間を倍増
・フローチャートによる学習活動

の取入れ
・協働による問題解決学習
→グループディスカッションに

よる協議の取入れ
・アプリのプレゼンを動画で実施
・１人１台端末を活用



第１～14回授業の毎時間の流れについて

(1) 演習課題プリント（ワークシート）の配布
(2) サンプルプログラムの解説
(3) サンプルプログラム（テキストデータ）の配布
(4) サンプルプログラムの実行と動作確認
(5) サンプルプログラムの一部を変更する基本課題

※ 表現やパラメータを変える程度

(6) サンプルプログラムをカスタマイズする発展課題
※ 論理を組み替える必要のある課題

(7) プログラムに大きな変更を加えるなどのカスタマ
イズを行う発展課題への挑戦

ワークシートの例

● 毎時間同じような授業展開にすることで，学習や
学習改善に取り組みやすくする



サンプルプログラムは，○時○分という表示

基本課題では，○時○分○秒という表示
時・分のデータ取得を理解 → 秒も表示可

発展課題①「○分ちょうど」の論理を考える

発展課題②「○分ちょうど」「分秒ぞろ目」
「○分ちょうど，かつ分秒ぞろ目」の論理
を考える

課
題
の
内
容
に
つ
い
て

ワークシートの例



学習活動への手立て・教員からのサポート等（１）

中学校での学びから体系的に高めたい力
・デバッグ(しようと)する力
・フローチャート等の思考ツールを用いて，情報を図による表現として認識・活用す

る力
・論理的に考えて課題を整理し，解決すべき点を明確化する力
・他者との協議を通して，よりよいものを創り出そうとする力 など

自分で作成したプログラムが全く動かない
⇒ 思考が途切れたり，モチベーションが下がる原因となり，粘り強く取

り組めるようていねいな支援が必要
→ スペルミス，括弧のペアがない，関数名の重複などのよく起こる特

定パターンを各自で再度確認させる
→ 複数で（一緒に）確認する
→ インデントをそろえるなど、見やすいプログラムを書く指導を行う



学習活動への手立て・教員からのサポート等（２）

自分で思うようにプログラムを作れない
→ 作りたいプログラムについて聞き取り、論理を整理して示す
→ フローチャートを示して、カスタマイズする部分に気づくためのヒ

ントを与える
→ 参考となるよう，該当する既習のサンプルプログラムを示す
→ 他者との相談を自由にさせる，すでに課題を終えた生徒などにアド

バイスをもらう

中学校での学びから体系的に高めたい力
・デバッグ(しようと)する力
・フローチャート等の思考ツールを用いて，情報を図による表現として認識・活用す

る力
・論理的に考えて課題を整理し，解決すべき点を明確化する力
・他者との協議を通して，よりよいものを創り出そうとする力 など



学習活動への手立て・教員からのサポート等（３）

教材の工夫
→ 視覚的にわかりやすく、動作が実感しやすい工夫を行う
・ワークシート等の工夫（完成イメージ，フローチャートの提示）
・サンプルプログラムの配布（テキストデータで，コピペ可能）
・画像や音を用いた動作が直感的に見える(聞こえる)プログラム
⇒ フローチャート等で図として表現することで理解が促進する
※ 今後，生徒が自身の思考を深められるようになるために思考ツールを有効に活

用できるよう，図などで自分で整理する力は重要

中学校での学びから体系的に高めたい力
・デバッグ(しようと)する力
・フローチャート等の思考ツールを用いて，情報を図による表現として認識・活用す

る力
・論理的に考えて課題を整理し，解決すべき点を明確化する力
・他者との協議を通して，よりよいものを創り出そうとする力 など



思考・判断・表現

プログラムレベルで使
いやすさや表現に工夫

新しい要素で表現
使いやすさに配慮

色や文字を変更
画面配置を変更

サンプルプログラ
ムどおりの表現

知
識
・
理
解
，
技
能

サンプルプログラムを
大きく作り替えている

発展②達成
インタフェース工夫
改変の程度で評価

発展②達成
画面デザイン工夫
改変の程度で評価

発展②達成 －

サンプルプログラムを
カスタマイズ

発展①達成
インタフェース工夫
改変の程度で評価

発展①達成
画面デザイン工夫
改変の程度で評価

発展①達成 －

サンプルプログラムの
パラメータ変更 －

基本達成
画面デザイン工夫
改変の程度で評価

基本達成
数値は変わってい
るが、見た目はサ
ンプルのまま

サンプルプログラムの
動作確認 － －

色や表現だけ変
更

サンプルプログラ
ムのまま

課題の達成と
評価について

発展課題を達成すれば申告 → 課題の達成を確認し，記録に残す
基本課題は，全員達成
発展課題①は，クラスの半数から２／３が達成
発展課題②は，クラスの数名が達成



評価する生徒の状況 備 考

関
心
・
意
欲
・
態
度

A（※「十分に満足できる状況」に該当）
社会や生活との関わりなども考えている
取り組みに計画性がある
他の人にも積極的に教える

課題を達成するだけでなく，
できるだけよいアプリになるように努力し、
計画的に指定した時間内に完成させることができている

B（※「満足できる状況」に該当）
よりよく課題を達成しようとする
粘り強く課題に取り組んでいる

課題を達成するだけでなく，
できるだけよいアプリになるように努力している

C（※「おおむね満足できる状況」に該当）
課題を理解し，達成しようとしている

課題をなんとか達成しようとする

D（※「努力を要する状況」）
取り組んでいる

【手立て】達成できるよう状況に応じた支援を都度行う

関心・意欲・態度の設定

・授業中の観察により評価を記録（粘り強いがんばりに○や簡単な記述を残す）
・生徒の取組に対するきめ細かな声かけやファシリテートが非常に効果的
→ 粘り強い挑戦をほめることで次のステップに向けての関心・意欲を高める

・他者への補助や一緒に考える姿などにも声掛けで評価をフィードバック

課題への取り組み姿勢で評価

※ 見取りと口頭による取り組んでいる活動内容等の聞き取り，ワークシートの記述等によって評価。



アプリを作成する問題解決型の実習について

実習のねらいと成果
① 問題解決につながる情報活用能力を育成する

※ 社会や身近な生活を意識しながら，様々な情報を活用する力を身につける

→ スマホ等の端末で動作確認し，アプリの仕組みなどに関心を高める
→ 課題を論理的に考えて整理し解決すべき点を明確化し，アプリで解

決することで問題解決を実現する

② 問題解決に協働する活動を取り入れ，課題解決の質や効率を高める
※ 生徒同士，設定した課題を説明，考案するアプリの画面やフローチャートを

見せ合って，相互に意見やアドバイスをもらう
※ アプリ作成がうまくいかないときに，相談し他者にアドバイスをもらう

→ 生徒の個性に応じた制作活動とするため，進め方・手順を自由化
※ 画面設計，フローチャート，プログラミングのどこからでも作業可能

→ アジャイル的に進めたい生徒等の力を伸ばすことで問題解決能力を高める
※ 自分なりの手順で進められるため，生徒のモチベーションの維持にも



問題解決課題（アプリ作成）について

① 自分で解決する「時に関する課題」の設定
（問題の自発的な設定）

→ 自分が考える課題を整理し，アプリ作
成により解決しようとする

② 具体的なアプリについて検討
（①に対する解決策の立案）

→ 身近な問題を，情報を活用して解決す
ることを意識的に考える

→ 論理的に，動作について考える
→ 機能を実現する画面デザインを考える



③ アプリ制作（プログラミングの活動）
→ コンピュータを活用した問題解決

・参考になるプログラムやＷｅｂサイトの提示
・他者との円滑な協議の促進

④ 作成したアプリを動画によって紹介し，他
者評価から改善策を検討する

→ よりよい問題解決に向けて取り組む
・他者の作品から参考となる事例の発見
・他者の意見を自分の作品にフィードバック

⑤ 教員による評価
→ 問題解決案(作成アプリ)の工夫を評価

・サンプルプログラムのカスタマイズに反映
されていると判断（評価の基準は同じ）

・ワークシートも評価の対象

問題解決課題（アプリ作成）について



・アプリ作成についての事前説明
※ 作成アプリの内容は宿題で事前に検討

・デジタルのワークシート（右の例）に作成
するアプリについて記入

・Ｗｅｂ上のフローチャート作成ツールを利
用してフローチャートを作成

・１グループ３人

・お互いワークシートを見せ合い，自分の考
えたアプリを説明し，コメントする/もらう

生徒のワークシート入力例①問題解決課題（アプリ作成）について
（１・２時間目）



問題解決課題（アプリ作成）について
（１・２時間目）

生徒のフローチャート作成の様子

ワークシートを見ながらの
グループ協議の様子（１５分程度）

・プログラムに直結するようなフローチャート
作成を生徒自身が行うには習熟が必要。
・プログラムの説明時やアドバイスの際に，
フローチャートを用いると非常に理解促進
ができた

・解決したい課題の説明や画面デザインに
ついて質問が多く，ポイントが整理される
・この段階では，まだ作成するプログラムに
ついてイメージが持てておらず，具体的な
プログラムのアドバイスには至らない
・この後の教え合いや協議の促進となり，楽
しんだり，意欲喚起にもつながった



生徒のワークシート入力例② 生徒のワークシート入力例③

解決したい課題は論理的に整理で
きていないが，画面デザインが論
理的にまとめられている例
動作も具体的

解決したい課題が明確に書か
れていないが，動作の説明が
やや具体的である例



生徒のワークシート入力例④ ８種類のパスタの太さに対応したタイマーであることがわかる例



生徒のワークシート入力例⑤

フローチャートの形は一般的な形ではないが，ど
んなアプリを作りたいかわかる例
このまま，プログラミングに用いることができる
ものではないが，問題解決の思考を整理したり，
プログラミングに向けたアドバイスはできる



生徒のワークシート入力例⑦生徒のワークシート入力例⑥

ちょっと変わった課題 実際の生活体験から，あっ
たらいいなと思っていたタイマーを実現しようとい
う例 サンプルの簡単なカスタマイズで対応できる
が，「もういいかい」の声の実現が難しい

解決したい問題が論理的に整理できていない例
「画面デザイン」，「動作の説明」の欄から，
アプリについては明確であるが，それが問題解
決につながっているのか明確でない



問題解決課題（アプリ作成）について（１・２時間目）
（グループ協議の利点と改善点）

○ グループ協議でお互いの考えを共有でき，学習活動を活発にする
→ 解決したい課題について，より明確にすべきことのきっかけが見つ

かる，よりよくするためのアドバイスをもらえる
→ こうした協議により，グループ内でその後の協力体制の構築になる

○ アプリ画面の工夫等について，活発な意見交換が行われる
→ 普段使うスマホアプリなどを意識して，協議が行われている

● プログラムのアドバイスには期待外れなものも...
→ アプリ案のワークシートのみ，作るべきプログラムのイメージにま

で至っていない
→ フローチャートを作りきれていない

(→ この段階では、期待したプログラム内容の指摘には至らない)



① 基本課題と同様に，サンプルプログラムを用いて作成

② 時計とタイマーの２種類のサンプルプログラムを事前に配布
※参考になるようなサンプルプログラムも配布

③ 設計が不完全でも，試行しながら作成することも可

④ 教え合いＯＫ ※「作成依頼」や「手伝い」は禁止

⑤ 著作権に抵触しない素材（音声など）を使用
必要な画像や図形は，プレゼンソフト等で作成して用いる

⑥ 放課後や家庭で作業を進めてもよい（１人１台端末の利用を推奨）

問題解決課題（アプリ作成）について（２～５時間目）
（プログラミング）



① アプリの動作画面を録画（プレゼンソフトを利用）

② ①の動画を貼り付けたプレゼンファイルを共有フォルダに保存

③ クラスで「気になる」と多く評価された作品をピックアップし紹介
・共有フォルダ内の他者の作品を評価（生徒各自のパソコンで）
・生徒の評価は印象によるもの

「よい」，「すごい」と思ったものを推薦する形式
・推薦の多かったものを教員がプロジェクタ投影する
・当該作品の作成者に対し質疑応答を行う

問題解決課題（アプリ作成）について（５・６時間目）
（アプリ動画作成，相互に閲覧）



生徒のアプリ作品例（動画）



・具体的なアプリが作成できるようになっていることから，中学校から継続し育成を
目指している「コンピュータに意図した動作を行わせ問題を解決する力」について
は，ある程度身についていると判断できる
その際，伸ばしたい力である「デバッグ(しようと)する力」も授業での取り組みの
様子や動作するアプリを作成していることから概ね身につけていると言える

・作成されたアプリの内容から，多くの生徒で，生活や社会と関連付けて考えること
ができ，課題を自ら設定し解決に向けて取り組む活動が行われている
その一方で，ワークシートの記述や協議の内容から，問題を論理的に考えて課題と
して整理する力は十分な達成だといえない

・学習活動においては，フローチャートを用いてプログラムの説明をすると納得する
生徒が多く，（思考ツールにより）思考が図解によって整理されていることが思っ
た以上に効果を発揮した
その一方で，生徒自身がフローチャートを作成して他者に説明するまで至らなかっ
たことから，学習の補助ツールや思考の内的な支援ツールにとどまった。

学習活用による成果



① 最初からテキスト言語（JavaScript）での実習
○テキスト入力上の質問はほぼない（タイプミスも自分で修正できる）
○単語等のスペルミスによって行き詰まる（思い込みで見つけにくい）
△プログラム構造の理解に難点 → フローチャート利用で納得してもらいやすい

② 事前に行うタイピング練習
○プログラムの入力操作で教師がサポートすることはほぼなかった
○全角半角の打ち分け，記号入力ともスムーズに対応できていた

③ サンプルプログラムの配布，カスタマイズで学ぶ形態
○昨年より実習課題をさらに工夫することで，授業効率アップ（課題達成率もUP）

・１つの課題に２つの概念を入れていた → ２つの課題に整理，
既習項目も複数入れない等の工夫

終盤のアプリ作成のサンプルとなるよう基本課題を工夫
○作成するアプリのイメージが沸きやすく，議論などもできていた
●考えたアプリを実現するほどの大きなカスタマイズまでたどりつく生徒は少ない

学習活動への工夫と効果等についてのまとめ１



④１人１台端末の利用
○クラウド利用教材の利点が発揮され，授業と同じ様に自宅などで活用できた
○リモート授業の実施においても，クラウド利用教材は問題なく対応ができた
○自宅や放課後など，それぞれの意欲に応じて課題に取り組む生徒が見られた
○実習課題やサンプルプログラムも配布し，自宅などでも参照可とした

⑤アプリ設計段階でグループ協議を行った
○他者からの質問や意見により、各自の達成すべき課題の明確化につながった
・質問に対して説明しているうちに，うまくいかないことに気づく
・解決したいことに対するアプリのイメージが具体的になる 等

○相互の協力体制（アドバイスの交流）が円滑になったと見受けられる（観察から）
●アプリの完成イメージは持てるが，プログラムの作成に直結するほどのアドバイス

には至らない（プログラム内容についてイメージできる協議になっていない）
△画面上のワークシートは協議しやすく，効率的だが，もらったアドバイスをうまく

問題解決に生かすしくみや指導が必要

学習活動への工夫と効果等についてのまとめ２



⑥ フローチャートの導入
〇生徒同士や先生と生徒の意見交換が促進し，プログラム構造やカスタマイズのヒ

ントについて伝わりやすく，納得してもらいやすい
〇Ｗｅｂ上のフローチャート作成ツールは短時間(10分ほど)で使えるようになる
●アルゴリズムに直結し，プログラムに用いることができる精度のフローチャート

作成は一定の授業時間が別途必要と考えられる

⑦生徒のアプリ作成進度をある程度自由にした
生徒の取組の様子
例Ａ：トライ＆エラーを好み，プログラミングを通して繰り返し試行錯誤する
例Ｂ：あらかじめ解決案の想定が完成してからプログラミングに挑む
→ 生徒が課題解決に取り組む手順は多様
○各生徒がそれぞれできるところから，個々のタイプに応じて取り組むことを許可
●ワークシート等の成果物を一斉のタイミングで提出させるのは困難
→ ワークシートの提出期限をそろえるなどの工夫を再検討
→ 作業進行表を作成させるなど，個別に学習をプロデュースする方法を研究

学習活動への工夫と効果等についてのまとめ３



⑧動画による作品発表と相互評価
共有フォルダから，動画を貼り付けたプレゼンファイルを開いて視聴
○ファイル名からある程度の作品内容がわかる
○平均２～３分ほどで気になる作品をひととおり見ることができる
○生徒の推薦の多い作品は，前に提示して作成者に質疑応答し，深く知る
●プログラミングの工夫などは質疑応答などを行わないと見えない
●動画だけではどのようなアプリか，意図かわかりにくい作品もある

【参考】アンケート結果より
問題解決の方法として伸ばしたい能力であるプログラミングに対して・・・
・楽しいイメージを持つ生徒の６９．４％が同時に難解であるイメージを持つ
・難解イメージを持つ生徒の３２．０％が楽しいイメージを持つ
・難解イメージを持つ生徒は全体の７７．５％
・プログラミングに対して８４．４％の生徒がやってよかったと答える

学習活動への工夫と効果等についてのまとめ４



①学習効果をより高めるため，プログラミングに難解さを感じることを軽減する
・今回のように，問題解決の内容としてプログラミングを取り扱うことで，モチ

ベーションの維持や積極的な取組につながっている
・実習時の質問の大半は「なぜ動かないのかわからない」

※ プログラムが動作しない原因がその時すぐにわからないのがストレス

→ 一人一人のプログラムを効率よくセルフチェックさせる方法はあるか
→ インデントの指導などでミスを見つけやすくなる，どこまでするか
→ エラーメッセージやガイダンス機能が充実している教材は有効か

②生徒の個性に合わせた「手順を自由にする」などの個別最適化をどう取り入れるか
・生徒がしやすい問題解決の手順は多様である

→ アジャイル型でトライ＆エラーを好む生徒も多い
・問題解決の手順については，様々な手順についてある程度説明を行ったうえで，

生徒個々のスタイルに合わせたものを選択させるのもよいのではないか
・生徒個別に学習スタイルをプロデュースする方法は

例 作業の進捗をワークシートに記入するなど自己管理させる方法
例 ワークシートの一斉提出などの見直し など

検証まとめから，検討したいこと



中学校までの学びの内容について

本年新たに見られた特徴

８名（約4.6％，各クラス１名程度）が塾などで学んだ経験があると解答

学んできた内容 ２０２０年度 ２０２１年度

ロボットを動かす ２２．４％ １２．３％

車を動かす １０．９％ ９．４％

スクラッチ ９．５％ １０．５％

キャラクタを動かす ９．０％ １２．３％

コンピュータで制御する組み立てブロック
型教材

７．５％ ５．３％

ゲーム作成 ４．５％ ３．５％

センサー利用コントロール ３．０％ ４．１％

図形を描く ３．５％ ０．０%

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）

母数 １７１名

参考資料①



プログラミングに対するイメージについて

本年新たに見られた特徴

難解と楽しいの両方のイメージを同時にあげる生徒が目立つ ２４．９％
難解と答えた生徒の３２．０％が楽しいというイメージを持つ
楽しいイメージを持つ生徒の６９．４％が難解であるというイメージを示す

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）

項目 ２０２０年度 ２０２１年度
難解 ６３．３％ ７７．５％

楽しい ２０．０％ ３５．８％

便利 １３．３％ ８．１％

かっこいい １０．０％ １２．１％

面倒 ６．７％ ４．０％ 母数 １７１名

参考資料②



プログラミングをやってみた感想

プログラミングやってみてどう思っていますか

項目 ２０２１年度

将来のために少しでもできるようになってよかった １５．６％

将来のために少しでも知ることができてよかった ２７．７％

将来関係なく、個人的に少しでもできるようになってよかった ２１．４％

将来関係なく、個人的に少しでも知ることができてよかった １９．７％

プログラミングを学ぶ意義があまりわからなかった ２．３％

プログラミングを学ぶ意義が全くわからなかった １．２％

あまりなんとも思っていない １２．１％

参考資料③


