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小学校プログラミング教育のねらい

現代社会：コンピュータは生活の様々な場面で活用されている。

未来：コンピュータなどの情報機器やサービスとそれによってもたら
される情報を適切に選択・活用して問題を解決していくことが不可欠
な社会

society5.0
世の中を動かす仕組みのひとつコンピュー
タを理解し、上手に活用することが重要

小学校プログラミング教育導入ハンドブック2018より編集

https://www.gov-online.go.jp/cam/s5/


プログラミング教育とは

子供たちに、コンピュータに意図した処理を行うように指
示することができるということを体験させながら、将来どの
ような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められ
る力としての「プログラミング的思考」などを育成するもの

プログラミング的思考とは

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



論理的思考

プログラミング的思考

プログラミング的思考を育成することは、
論理的思考力の育成につながる。
→文部科学省が小学校に導入する目的！



育成すべき資質・能力

知識・技能

思考力・判断力・表現力等

学びに向かう力・人間性等

学習の基盤となる資質・能力

情報活用能力

言語能力

小学校プログラミング教育導入ハンドブック2018より編集

プログラミング教育で育成

プログラミング的思考
・論理的思考
・問題解決能力 等

コンピュータのよさを知り
主体的に活用する態度を育
む

教科の学びを深め
る

子どもたちが大人になるころの未来
・身に付けた「生き抜く力」で活躍できる
・ICTやAIを活用して新たな問題を解決できる



小学校プログラミング教育で育む資質・能力

各教科等で育む資質・能力と同様に、次のように整理し、発
達の段階に即して育成するとしています。

【知識及び技能】

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
【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｣を育成
する
【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
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「小学校プログラミング教育の手引」（H30.3文部科学省）



プログラミング教育のねらいの実現に向けて

プログラミング教育のねらいを実現するための手順（例）

プログラミングによって育てたい力を明らかにする

必要な指導内容を教科等横断的に配列する

計画的、組織的に取り組む

育てたい力や指導内容の配列などを見直す

カリキュラム・マネジメントを
通じて取り組む

これが『プログラミング「教育 」』のきも

8
「小学校プログラミング教育の手引」（H30.3文部科学省）



プログラミング教育の評価

それぞれの教科等の評価規準により評価する
※プログラミングを実施したからといって、それだけを取り
立てて評価したり、評定をしたりする（成績をつける）もので
はない。

各学校がプログラミング教育で育みたい力を明らか
にし、各教科等において「プログラミング的思考」等
を育むための学習活動を計画実施し、
○児童の資質・能力の伸びを捉える
○特に意欲的に取り組んでいたり、プログラムを工夫し
ていたりなど、目覚ましい成長のみられる児童には、
機会を捉えてその評価を適切に伝えること等により、
児童の学びがより深まるようにしていく。

「小学校プログラミング教育の手引」（H30.3文部科学省）



小学校から中学校へ、そして高等学校へ

現 行 新学習指導要領

小 学 校 実施無し すべての教科での取組みが可能

各教科の特質(特性)に応じ、プログラミ
ング教育を実施する。

中 学 校 技術科において履修

計測・制御のプログラミング
（全生徒が学習）

技術科において履修

・計測・制御のプログラミング
・動的コンテンツプログラミングも行う
（全生徒が学習）
※技術・家庭科全体の授業時数は

変わらない!（70,70,35 計175）

高 等 学 校 共通教科情報科において履修

「社会と情報」、「情報の科学」の
いずれかを学校選択で履修。しかし、
プログラミングを行う「情報の科
学」を選択しているのは、20％程度。

共通教科情報科において履修

・情報Ⅰ(仮称)･･･※必履修科目

【 プログラミングを取り扱う教科 】

・情報Ⅱ(仮称)･･･発展的選択科目



未来の学びコンソーシアムより

外部機関との
連携が必要

プログラミング教室(有料)
CoderDojo（県内５か所あり、無料）

学校が

取り急ぎ
取組め
る分野

まずやっ
てみる

小学校プ
ログラミ
ング教育
の手引き
を参考に

教
育
課
程
内
の
学
習
内
容
手引
P20~29
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手引 P35~37 Q&A あり



授業において活用可能なプログラミング教材の開発・
提供にあたり配慮していただきたい事項①

 新学習指導要領の趣旨を踏まえた学習活動が展
開できるものであること

 論理的思考力の育成や各教科等で学ぶ知識・技術のより確
実な習得などをねらいとしたものであること（専らプログラミン
グ言語やプログラミングの技能の習得をねらいとするもので
はない）

 児童が楽しみながら学習に取り組めるものであること

文部科学省生涯学習政策局情報教育課長 梅村氏 日本教育工学
会産学協同セミナー資料より編集



授業において活用可能なプログラミング教材の開発・
提供にあたり配慮していただきたい事項②

児童の発達段階、既習・未習の学習内容等を踏まえ
たものであること
対象学年における既習・未習の学習内容を踏まえ
取り上げる内容や使用する漢字等が適切であること

 児童の発達段階を踏まえ、調和のとれた発達や豊かな心
の育成に配慮したものであること

アクセシビリティや児童の健康面等に配慮させたもの
であること

導入のコストに配慮されたものであること
教員の指導の支援に配慮されたものであること

文部科学省生涯学習政策局情報教育課長 梅村氏 日本教育工学
会産学協同セミナー資料より編集



小学校プログラミング教育導入ハンドブック2018より

プログラミング教育の指導において



小学校プログラミング教育導入ハンドブック2018より

プログラミング教育の取り組み



県立総合教育センター発行
パンフレットも活用を
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県立総合教育センター発行 パンフレットも活用を

1 小学校プログラミング教育の在り方
2 CS(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ)アンプラグド
3 Scratch(スクラッチ) MIT開発

4 プログラミン ～文部科学省作成・運営～

5 レゴマインドストームEV3
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http://it.edu-c.open.ed.jp/kyouzai/2018programing_pamphlet.pdf

http://it.edu-c.open.ed.jp/kyouzai/2018programing_pamphlet.pdf


コミュニケーションスキル
を身につけることも

プレゼンテーションスキ
ルを身につけることも

コミュニケーションスキル
を身につけることも

コミュニケーションスキル
を身につけることも

プログラミング的思考を
身につけることも

プログラミング的思考を
身につけることも
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小学校プログラミング教育実施に向けた
参考資料の紹介
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小学校プログラミング教育実施に向けた
参考資料の紹介

https://miraino-manabi.jp/

②小学校を中心とした プログラミング教育ポータルサイト

Produced by 未来の学びコンソーシアム (文部科学省,総務省,経済産業省)

③小学校プログラミング教育必修化に向けた
工程表（例）入りパンフレット

①小学校プログラミング教育の手引（第二版）

文部科学省 2018.11.6に出ました！
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https://miraino-manabi.jp/cm/content/200

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1403162.htm

④ 授業で使えるプログラミング教材 プログル

https://proguru.jp/

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H29_S/page.html
https://miraino-manabi.jp/
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H29_S/page.html
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H29_S/page.html
https://miraino-manabi.jp/cm/content/200
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H29_S/page.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1403162.htm
https://proguru.jp/


小学校プログラミング教育実施に向けた
参考資料の紹介

各教科等のねらいに即して実践する小学校プログラミング教育の推進
―「プログラミング教育スタートパック」の開発と活用の提言を通して―

・ダイジェスト版

・研究報告書

・プログラミング教育スタートパック

⑤宮城県総合教育センター 平成29年度専門研究成果物 情報教育
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http:// www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H29_S/page.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H29_S/page.html
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H29_S/s/jouhou-01.pdf
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H29_S/s/jouhou-02.pdf
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/midori/jouhou/pesp/
http://www.shiga-ec.ed.jp/www/contents/1517812008993/index.html
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H29_S/page.html


小学校プログラミング教育実施に向けた
参考資料の紹介

（平成29年度）
小学校におけるプログラミング教育のあり方
－プログラミング的思考を育む授業パッケージの開発を通して－

http://www.shiga-ec.ed.jp/www/contents/1517812008993/index.html

⑥滋賀県総合教育センター 研究成果物

（平成28年度）
小学校におけるプログラミング的思考を育む授業づくり
－図画工作科におけるICTを活用した授業実践を通して－

http://www.shiga-ec.ed.jp/www/contents/1489622321548/index.html

・研究報告書 ・指導案
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http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H29_S/page.html
http://www.shiga-ec.ed.jp/www/contents/1517812008993/index.html
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H29_S/page.html
http://www.shiga-ec.ed.jp/www/contents/1489622321548/index.html
http://www.shiga-ec.ed.jp/www/contents/1485906529694/files/h28kiyo-kadai-joho.pdf
http://www.shiga-ec.ed.jp/www/contents/1489622321548/index.html


小学校プログラミング教育実施に向けた
参考資料の紹介

情報教育
論理的思考力を育むプログラミングの体験の在り方に関する研究
～小学校算数科・理科の指導を通して～
http://www1.iwate-ed.jp/kankou/kkenkyu/173cd/h29tyou.html

⑦岩手県総合教育センター 平成29年度研究成果物 情報教育

・発表資料

・補助資料（第4学年 算数科学習指導案・ﾜｰｸｼ-ﾄ）

(第6学年 理科学習指導案・ﾜｰｸｼ-ﾄ)

・成果物
はじめての小学校プログラミング教育 ガイドブック2017
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http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H29_S/page.html
http://www1.iwate-ed.jp/kankou/kkenkyu/173cd/h29tyou.html
http://www1.iwate-ed.jp/kenkyu/siryou/h29/h29_13_2_1.pdf
http://www1.iwate-ed.jp/kenkyu/siryou/h29/h29_13_2_2.pdf
http://www1.iwate-ed.jp/kenkyu/siryou/h29/h29_13_2_2.pdf
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H29_S/page.html
http://www1.iwate-ed.jp/kankou/kkenkyu/173cd/h29tyou.html
http://www1.iwate-ed.jp/kankou/kkenkyu/173cd/h29tyou.html


小学校プログラミング教育実施に向けた
参考資料の紹介

平成３０年度 総合教育センター調査研究事業

「プログラミング教育に関する調査研究（小学校段階）」
http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/cyosa/jigyo/cyosa-h30.htm

⑧栃木県総合教育センター 調査研究・報告
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全編漫画で、抵抗なく小学
校のプログラミング教育の
概要が理解できます。

小学校の先生のみならず中
学校の先生にも参考となる
資料です。

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/longres/H29_S/page.html
http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/cyosa/jigyo/cyosa-h30.htm


子供たちにこれから必要となる「生きる力」の育
成に向けてともに学んでいきましょう。


