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新学習指導要領

•小学校 必修化（令和２年度全面実施）

• 総則において、各教科等の特質に応じて、「プログラミングを
体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために
必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動」を計画に手
に実施することを明記

• 算数、理科、総合的な学習の時間において、プログラミングを
行う学習場面を例示

•中学校 技術・家庭科（技術分野）（令和３年度全面実施）

• プログラミング、情報セキュリティに関する内容を充実

•高等学校 情報科（令和４年度から学年進行で実施）

• 共通必履修科目「情報Ⅰ」を新設し、全ての生徒がプログラミングの
ほか、ネットワーク（情報セキュリティを含む）やデータベースの基
礎等について学習

「情報活用能力」を「学習の基盤となる資質・能力」と位置付
け、教科横断的に育成する旨を明記するとともに、小・中・高
等学校を通じてプログラミング教育を充実
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なぜ小学校にプログラミング教育を導入するのか

•家電や自動車をはじめ身近なものにコンピュータが内蔵
→ 人々の生活は便利で豊かに

•コンピュータをより適切、効果的に活用
→ その仕組みを知ることが重要

•コンピュータはプログラムで動いている
→ プログラム（の仕組み）を知ることでより主体的に活用

→ コンピュータが「魔法の箱」でなくなる

コンピュータを理解し上手に活用していく力を身に付ける

あらゆる活動においてコンピュータ等を活用できるようになる
ことは、将来どのような職業に就くにしても極めて重要
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小学校でのプログラミング教育のねらい

① 「プログラミング的思考」を育む

② プログラムの働きやよさ、情報社会がコンピュータをはじ
めとする情報技術に支えられていることになどに気付く
身近な問題の解決に主体的に取り組む態度やコンピュータ
等を上手に活用してよりよい社会を築いてこうとする態度
などを育む

③ 各教科等の内容を指導する中で実施する場合は、教科等で
の学びをより確実なものとする

プログラミング言語を覚えたり、プログラミング技術を習得
したりすることをねらいとしているのではない

小学校プログラミング教育の手引き（第二版）より5



プログラミング教育を通じて目指すべき資質・能力

•【知識・技能】

身近な生活でコンピュータが活用されていることや、問題の解決
には必要な手順があることに気付くこと。

•【思考力・判断力・表現力等】

発達の段階に即して、「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）を
育成すること。

•【学びに向かう力・人間性等】

発達の段階に即して、コンピュータの働きを、よりよい人生や社
会づくりに生かそうとする態度を涵養すること。 6



小学校プログラミング教育に関する学習活動の分類

教
育
課
程
内

Ａ 学習指導要領に例示されている単元等で実施するもの

Ｂ
学習指導要領に例示されてはいないが学習指導要領に示される各教科等の
内容を指導する中で実施するもの

Ｃ 教育課程内で各教科等とは別に実施するもの

Ｄ クラブ活動など、特定の児童を対象として、教育課程内で実施するもの

教
育
課
程
外

Ｅ 学校を会場とするが、教育課程外のもの

Ｆ 学校外でのプログラミングの学習機会

小学校プログラミング教育の手引き（第二版）より7



くらしの中のコンピュータ

みなさんの家にコンピュータはいくつありますか？

06:00

「ふくしまこむこむワークショップ」より

8



コンピュータって何ができるの？

計算すること

記憶すること

判断すること

基本的にはたし算を行います

条件を満たしているか満たしていないか
調べます

内部や外部に大量の情報を覚えることが
できます

通信すること 他のコンピュータや機器と情報のやり取りを
します

これらの動作を、指示（命令）通りに高速かつ正確に行う
ことができます

これをプログラムといいます
プログラムをつくることをプログラミングと
いいます

「ふくしまこむこむワークショップ」より
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基本的な動きを考える

刺激

思考
（記憶）

行動

→耳

→目

→鼻

→舌

→皮膚

音

光

匂い

味

感触

脳で考え記憶する筋肉を動かす

人間の場合

入力

計算
（判断）

出力

コンピュータの場合
キーボード

マウス

マイク

ボタン

センサー

画面

音

振動

光

記録

基本的にコンピュータは人間と同じことを行っている

「いわき市錦公民館土曜教室」より
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コンピュータにできること、できないこと

•コンピュータは人間の指示通り動く
→ 正確に指示を与えることが必要

•コンピュータは間違わない
→ 入力が間違っていると出力も間違える

•コンピュータは善悪の判断ができない
→ どのように利用するかは使う人間が決める

情報倫理・情報モラル教育へつなげることが重要
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アルゴリズムを考える

•プログラム
コンピュータが実行できる「命令の系列」

→ コンピュータが理解するためのもの

•アルゴリズム
問題を解くための「手順」

→ 人間が理解するためのもの

通常は、アルゴリズムを考えて、プログラムを作成する

１～１０ の自然数の和はいくつ？

１＋２＋３＋４＋５＋６＋７＋８＋９＋１０＝５５

では、「１～１００ の自然数の和は？」と聞かれたら？
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プログラミング的思考

必要な動きを
分けて考える

動きに対応した
命令（記号）に

する
組み合わせる

・色々と考えて試しながら継続的に改善する
・他にも解決方法がないか比較し検討する

プログラミング的思考

これまで学習した知識や技能などを活用

問
題
を
見
出
す

問
題
の
解
決

発達の段階に即して、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を育成する

13



プログラムの基本的な構成

•順次処理
指示された命令を順番に実行する

•分岐処理
もし～ならばこうやって、そうでなければこうする

•反復処理
～になるまで同じ命令を続ける

～の間は同じ命令を続ける

プログラムは３つの基本構成ですべて表現できる

１つ１つの簡単な動きをどの順番に命令するかを考えるのが
プログラミングである → プログラミング的思考

（構造化定理）
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プログラムを表す記号

命令

開始

終了

判断

命令 命令

はい

いいえ

判断は条件を満たす（はい）満たさない（いいえ）

命令

開始

終了

判断

はい

いいえ
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指示（命令）の組み合わせを考えてみよう

４年１組から職員室へ行くための指示（順序）を考えてみましょう！

４年１組 ４年２組

職員室

「ふくしまこむこむワークショップ」より
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どのような動き（命令と判断）が必要だろうか？

４年１組 ４年２組

職員室

１歩進む
右に90度曲がる
左に90度曲がる

壁に触れた？

命令（指示） 判断

命令も判断も、 も単純なものを
考える

17



開始

終了

１歩進む

右に90度曲がる

左に90度曲がる

壁に触れた？

動きをどう組み合わせればいいだろう？

身近な例で、単純な命令と判断で指示を出す順序を
組み合わせを書かせて、その通り動いて、目的が達
成できたか、他に方法はないかを考えてよう！

解答スライドは別に用意しています
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学校でのプログラミング教育の方法

•パソコンやタブレットを使わずに行う
流れ図（フローチャート）のパネルを用意し、机上で処理の流
れを考える

•パソコン（タブレット）を使用する
ビジュアルプログラミングツールを用いて画面上で処理の流れ
を作り、アニメーションなどで動作を確認する

インターネットに接続しているかソフトウェアをインストール
する必要がある（セキュリティーポリシーの問題）

•教育用ハードウェアを導入する
パソコンやタブレットで処理の流れを作り、実際にハードウェ
アを動作させ確認する

教育的効果は高いが、購入するための予算が必要になる
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教育用ハードウェアを使ったプログラミング教育

教育版レゴ マインドストーム EV3 MESH（IoTブロック）
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コンピュータを使わないプログラミング教育

手順のルール
• 命令：隣のカードを入れ替える

• 判断：隣のカードと比較して大きいか

トランプカードの並べ替える（左から小さい順）

考えた方法を他の人に説明して、だれもがその手法で
できなければ「プログラム」とは言えない
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バブルソート

順番に隣と比較して、大きい方を右にする（入れ替える）

１巡すると、 も数の大きいカード
「６」が一番右にくる

これを繰り返すと右から順に大きい数
のカードが並ぶ

泡が浮かびあがっていくようなので
「バブルソート」と呼ばれている
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プログル

児童が自分たちの力で取り組むことができるドリル型の
プログラミング学習教材 https://proguru.jp/

命令などがかかれたパネルを
組み合わせて「実行する」を
クリックすると、ロボットが
指示通り動く

ドリル型でステップアップするので直感的にわかりやすい
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Scratchを使ったビジュアルプログラミング

画面上のブロックをつなぎ合わせてビジュアル的にプログラムできる
ツールで、本語でも使用可能。主にマウスを使用するため、キーボー
ド操作に不慣れな小学生でも利用することができる。

Webブラウザで動作するScratch（ver3.0）はインストール不要
（インターネットに接続している必要がある）

Visuit（ビスケット）も有名 https://www.viscuit.com/

NHK Why!? プログラミング （https://www.nhk.or.jp/sougou/programming/）
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Scratchの基本操作

スクラッチ3.0を始めてみよう！

（オンライン版 https://scratch.mit.edu/ ）

様々なチュートリアルが
用意されている

拡張機能
１．左下の「拡張機能を追加」をクリック

２．「ペン」をクリック
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基本的なコード（スクリプトパネル）を配置する

コード（命令）
を入れる

「緑旗」をクリックすると実行する

キャラクタが歩いて「こんにちは！」という
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偶数、奇数を調べる

偶数、奇数の調べ方は？

•２で割ったときの余りが０である
「はい」→偶数 「いいえ」→奇数

•２で割ったときの余りが１である
「はい」→奇数 「いいえ」→偶数

•他にもいろいろある

開始

２で割った余りが０？

はい

いいえ

終了

奇数偶数

調べる数を入力

開始

２で割った余りが１？

はい

いいえ

終了

偶数奇数

調べる数を入力

正しい判定ができれば
すべて正解
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Scratchで偶数、奇数を調べる

「調べる」

メッセージが
表示される

キーボードから入力した文字が
「答え」に入る

キーボードから入力をする 余りを計算する

余りが0か調べる

分岐処理をする
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正三角形を書く

正三角形をコンピュータ(Scratch)で書く方法を考える

手で書く場合に必要な動作
・（定規で）直線を引く
・（分度器で）角度を測る

解答スライドは別に用意しています
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Scratchで動きを作る

ここに命令を
入れる

解答スライドは別に用意しています
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正多角形を書く

正多角形をコンピュータ(Scratch)で書くには？

開始

直線を10cmひく

■ 回繰り返した？

はい

いいえ

終了

■ 度曲がる

曲がる角度と繰り返す回数を変
えれば、正多角形が書けるはず

ワークシートで計算して、
Scratchを変更して確認する
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正多角形をかくときの決まりを考える

正多角形 角の数 角の和 １つの角 回す角の大きさ

32



正多角形を書く（発展編）

キーボードから辺の数入力をする

曲がる角度の計算はどうする？
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正多角形を書くときに曲がる角度

正ｎ角形の内角の和 ＝

正ｎ角形の内角 ＝

頂点で曲がる角度 ＝

正ｎ角形の三角形の数 ＝

計算優先順位の順番で計算式を作る

算数の時間で『作図をする』といえば、定規とコンパスを用い
て行う方法が一般的だったが、プログラミングを用いることで、
算数の考え方を活用した新たな作図方法を習得できる。

解答スライドは別に用意しています
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アルゴリズムの改善（より簡単に）

図形 回す角の大きさ

正三角形

正方形

正五角形

正六角形

１２０度

9０度

７２度

６０度

解答スライドは別に用意しています
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プログラミング教育で重要なこと

•子供たちと一緒に感動する
• 子供は自分で作ったプログラムが動けば感動する

• 大げさに褒める

•答えは１つではない
• 目的通りに動けばすべて正解である

• 他の人のプログラムと何が違うのか考える

•子供たちと一緒に学ぶ
• 新しいことは子供と一緒に学ぶ姿勢が大切である

• 目的通り動かないのはなぜかを考える方が重要である

• 子供は固定概念にとらわれない柔軟な発想をするので、大人
よりよいプログラム（アルゴリズム）を考案することが多い

教育経験豊富な先生方には釈迦に説法ですが・・・・
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