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沖縄県立総合教育センター 後期長期研修員 第63集 研究収録 2018年３月 

〈ＩＣＴ教育：高等学校 商業〉 

Javaプログラミングの理解を深める学習指導の工夫 

－ タブレット端末を活用した言語活動を通して － 

 

沖縄県立那覇商業高等学校教諭 田 場 正 寛 

       

Ⅰ テーマ設定の理由 

本校情報処理科では、論理的思考力を育み、主体的に進路実現に向かう態度を養うため、高等学校

学習指導要領商業で示されている20科目のうち、本学科の主要科目の一つとして「プログラミング」

を１年生から学習している。学習指導要領解説商業編では「ビジネスに関する（省略）プログラムを

作成する知識と技術を習得させ，（省略）コンピュータを合理的に活用する能力と態度を育てる」こ

とが述べられており、本校では教科書で採用されているJava言語¹を使用し、プログラミングの学習

を行っている。「知識と技術を習得」させ「活用する能力」を育てるには、Java言語の制御構造の理

解と実習が必要である。Javaの特徴である”どのＯＳでも動作できる言語”を理解することで、アプ

リなどのサービスを利用するだけではなく、提供する側の立場から視野を広げ、どの言語に対しても

興味関心が持てるよう指導したい。しかし、英数字と演算子が複雑に組み合わされたプログラムは処

理手順と制御構文との関連付けがイメージしづらく、それを理解するまでに、処理手順を図式化した

流れ図から構文の学習へと段階を踏む必要がある。 

これまでは基本制御構造²と流れ図を関連づけるため、４月の導入時に小学生向けの学習教材Scrat

ch（スクラッチ）で簡単な処理手順をブロックから流れ図に図式化する学習を行ってきた。７月には

中学生向けの学習教材BeautoRacer³（ビュートレーサー）で複雑な処理手順を図式化し、その手順通

りに実物を動かすことで、流れ図の理解を深める学習を行ってきた。この学習過程までは生徒は理解

できていたが、次の段階であるJava言語の学習でつまづく生徒が増える傾向にあった。 

実態調査では、生徒の半分以上が、Java言語が苦手であると回答している。実習を通して説明した

通りに実行結果を出力することはできるが、制御構文と実行結果の関連づけを十分に理解していない

ことが課題となっており、指導方法の見直しの必要性を感じていた。 

中央教育審議会の「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」によると、学習指導要

領改訂の方向性として、「学習の内容と方法の両方を重視し，子どもの学びの過程を質的に高めてい

くこと」「『何ができるようになるか』を明確にしながら，『何を学ぶか』という学習内容と，『ど

のように学ぶか』という学びの過程を組み立てていくこと」と示されており、「言語活動や体験活動

の重視等については学力が全体として改善傾向にあるという成果を受け継ぎ，引き続き充実を図るこ

とが重要」とも述べている。 

そこで本研究では、イメージ化を図った教材で学習のねらいを焦点化した「学習内容」と、話し合

い活動を促す「学習過程」を重視し、Javaプログラミングの理解を深める。 

話し合い活動を促す手段として、生徒自身がわからない所を把握するために、イメージ化を図った

教材を作成し、タブレット端末に提示する。その持ち運び可能な利点を生かし、グループ学習でわか

らない所を解決したりすることで、学習指導の工夫に取り組む。 

〈研究仮説〉 

 Javaプログラミングのイメージ化を図ったＩＣＴ教材を使用し、生徒自身がわからない所を把握

することで、言語活動が促され、Javaプログラミングの理解を深めることができるであろう。 

 
¹Java言語:オブジェクト指向という保守・修正・再利用が行いやすい仕組みにしたプログラムを作る言語。²基本制
御構造：順次、選択、くりかえしの処理手順を示す３つの構造。³Beauto Racer: コンピュータや自動制御について
学ぶための中学生向け学習用教材ロボット。 
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Ⅱ 研究内容 

１ 行動観察による実態調査及び分析 

  本授業では、一斉授業で説明した後、わからない所を生徒同士の話し合い活動と机間指導で

解決する時間を設けている。話し合い活動の場面では、離れた席の友達に質問しても良いとし

ているが、開始後すぐに質問で動く生徒もいれば、日頃は活発だが無言のまま問題と向き合っ

ている生徒もいる。 

10月上旬に実施された中間テストの結果と授業の様子から、質問をしない生徒は制御構造の

イメージができていないため、問題の把握ができず、質問ができないことがわかった。また、

特にJava言語に対して苦手としている様子が伺えた。 

２ 質問紙調査による実態調査及び分析 

上記の行動観察の様子から、話し合い活動をより活発にするための対策を、生徒の実態から

模索するため、「プログラミングの学習に対する理解度」「わからない所への質問の有無」

「質問をしない理由」について調査した。 

(1) 対象 沖縄県立那覇商業高等学校 情報処理科 １年８組 39名 

(2) 方法 アンケート方式で自己評価する。 

(3) 実施日 平成29年10月12日（木） 

(4) 結果と考察 

 ① 学習に対する理解度について 

   「理解できている」「まあまあできている」と答えた生

徒は合わせて約34％だったのに対し、「理解できていな

い」「あまりできていない」と答えた生徒は約66％だった

（図１）。    

② 話し合い活動の実態について 

上記の約66％の生徒を対象に「わからない所を質問し

ているか」の調査を実施したところ、「質問していない」

「あまりしていない」と答えた生徒は約37％いることがわ

かった（図２）。その理由として、「問題の意味がわから

ない」「どこがわからないのかわからない」などの回答か

ら、問題が把握できず、質問ができない様子が伺える（図

３）。一方で、図１で「理解できている」「まあまあでき

ている」と答えた生徒に、話し合い活動に対して自由記述

による調査を行ったところ、図４のような肯定的な回答が

得られた。このことから、話し合い活動は理解を深

めるために有効な手段であるとし、研究を進めるこ

ととした。 

３ 「新しい学習指導要領の考え方－中央教育審議会にお

ける議論から改訂そして実施へ－」と本研究における授

業の見直し 

  これまでの授業を振り返り、以下の観点を本研究と照

らし合わせ、学習指導の見直しを図る。 

(1) 学習指導要領改訂の方向性と本研究の授業のねらい 

① 「何を学ぶか」 

Javaプログラミングの構造を理解し、一連のプロ

グラミング手順の知識・技能を学ぶ。 

② 「どのように学ぶか」 図４ 話し合い活動の感想（抜粋） 

図１ プログラミングの授業に対する
理解度について（事前調査） 

図２ わからない所を 
質問しているか 

図３ 質問をしない理由（抜粋） 
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アニメーションによるイメージ化を図った教材提示にタブレット端末を使用し、話し合

い活動でわからない所を解決しながらJavaプログラミングを学ぶ。実習でイメージした通

りの実行結果になるように処理手順を考えることで学習の理解を深める。 

③ 「何ができるようになるか」 

データ処理に必要な一連のプログラミング手順について、学習したことを自ら活用でき

る。以上の３つの視点から、Javaプログラミングの理解度の向上を図る。 

(2) 「何ができるようになるか」を明確化 

     「『何のために学ぶのか』という学習の

意義を共有しながら，授業の創意工夫や教科

書等の教材の改善を引き出していけるよう，

全ての教科等を（省略）３つの柱で再整理」

（図５）するとしている。本研究の「何がで

きるようになるか」を明確化するために以下

のとおり三つの柱に対応させた。 

① 知識及び技能 

一連のプログラミングの処理手順と各技

法について、基礎的・基本的な知識を身につ

け、プログラムの意義や役割について理解できる。また、一連の手順に沿ってプログラミ

ングを行う技術を身に付け、その技術を適切に活用できる。 

② 思考力、判断力、表現力等 

  Javaプログラミングの汎用性について自ら思考を深め、一連のプログラミング手順につ

いての基礎的・基本的な知識と技術を基に、各技法について適切に判断し、表現できる。 

③ 学びに向かう力、人間性等 

データ処理に必要な一連のプログラミング手順について、学習したことを自ら活用でき

る。また、困難な課題をグループ学習で解決する経験を通して社会性を養う機会としたい。 

 ４ 素材研究及び研究の方法 

本研究のテーマは、Javaプログラミン

グの理解を深めるために、言語活動を促

すことである。その活動を促すため、”

わからないところを質問する”ことに着

目しており、それを引き出すための教材

作りは本研究にとって重要課題である。

教材は、図６のように①制御構文から③

実行結果に矢印を向けるのではなく、構

文の意味を解釈した②流れ図を③実行結

果の前に表示し、①制御構文②流れ図③

実行結果の順で説明するようにした。制

御構文を一文ずつ流れ図で解釈しながら

実行結果につなげることで、全体の処理

手順を読み解けるよう関連づけた。アニ

メーションをコマ送りできるようにする

ことで、生徒が自分で操作し、質問したい場所を特定しやすくするよう工夫した。なお、教材を

提示するタブレット端末として、本研究ではiPad miniを活用する。 

(1) 学習指導で使用するアプリケーション 

 ① Microsoft PowerPoint（図６） 

図５ 育成すべき資質・能力の三つの柱 

図６ 作成したアニメーション教材（抜粋） 
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   授業の導入や、まとめの説明でスクリーン提示用として使用する。また、以下の３つの

理由から教材作成用として使用する。 

ア 作成時にアニメーション効果を視覚的に追加しやすい。 

イ スライドショー機能でアニメーションを進めたり戻したりすることで、生徒自身がわ

からない所を把握し質問しやすくする。 

② Office365（メール機能及びForms） 

Microsoft社が提供しているクラウド型サ

ービスであり、以下の機能を使用する。 

ア 作成した教材の配布用として、メール

機能を使用する。Online機能を使えばWeb

上でPowerPointを起動できるため、授業

時間外でも教材で学習できる。 

イ Forms（図７）のアンケートやテスト、

集計結果を表示できる機能を使用し、復習及び補習ができる。 

   ③ Eclipse 

Javaプログラムの開発に必要な機能が一つにまとめられたソフトウェアである。使用し

ている教科書に操作方法が説明されており、実習でJava言語を実行するために使用する。 

 

Ⅲ 指導の実際 

 １ 科目名 「プログラミング」（教科書：実教出版） 

 ２ 単元名と単元目標  

単元 
データの入出力と 

演算 

アルゴリズムの 

表現技法 

条件判定と 

くりかえし処理 

オブジェクト指向の

考え方 

目的 

・コンソールへ出力

するプログラムを

理解できる。 

・基本的な演算やデ

ータの入力方法な

ど、変数を利用し

て処理ができる。 

・図式化した基本制

御 構 造 （ 順 次 構

造，選択構造，く

りかえし構造）をJ

ava言語で表現でき

る。 

・論理演算子を使用

した条件判定の制

御構文を理解でき

る。 

・流れ図のループ記

号を構文で理解す

ることができる。 

・クラス定義を実習

を通して学習し、

理解を深める。オ

ブジェクト指向プ

ログラミングに関

する用語を適切に

理解する。 

 ３ 評価規準 

４ 指導計画（前半） 

時 学習のねらい 学習活動 言語活動 
評価規準 

評価方法 
ア イ ウ エ 

１ 

・タブレット端末に慣れ

る。 

・グループ学習の趣旨を理

解する。 

・println文を理解する。 

・授業の活動計画、形態、使

用教材、評価方法の説明を

受ける。 

・グループで教材を使用した

printlnを学習する。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 
① 

② 
   

行動観察 

ワークシ

ート 

自己評価 

 

２ 

・変数を利用した演算処理

を制御文で表す事ができ

る。 

 

・変数や値の代入を流れ図か

ら制御構文で表現する。 

・識別子と予約語を理解し、

変数を演算に利用する。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 ① 

② 
   

行動観察 

ワークシ

ート 

自己評価 

ア．関心・意欲・態度 イ．思考・判断・表現 ウ．技能 エ．知識・理解 

①Javaプログラミング

の学習に対して積

極的に理解しよう

と取り組む。 

②問題解決のために、

グループ内で話し合

いに参加できる。 

①わからない所を質問した

り、質問に答えたりする

など、自分の考えを言葉

で伝えることができる。 

②Java言語で自身の思考を

表現できる。 

①制御構造をJava言語で記

述することができる。 

②実習で実行結果が出るよ

うに何通りも試すことが

できる。 

③Javaのファイル構成を理

解し、クラスをパッケージ

毎に分けて作成できる。 

①Java言語の基礎的な

専門用語に対して、

適切に理解してい

る。 

②実行結果から、制御

構造をイメージする

ことができる。 

図７ Forms のクイズ機能 
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３ 

・import文を理解し、Scan

nerクラスを利用したデ

ータ入力ができる。 

・Scanner文を理解する。 

・ICT教材を活用したグルー

プ学習を通して、課題を解

決する。 

・構文の記述問題を解く。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 

・構文よる思考表現 
②  

② 

③ 
 

行動観察 

ワークシ

ート 

自己評価 

４ 

・import文を理解し、Scan

nerクラスからスムーズ

に出力できる。 

・ PC教室で Eclipseを使用

し、グループで実習を行

う。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 

・構文よる思考表現 

① ①  ② 

行動観察 

課題提出 

５ 

・import文を理解し、Scan

nerクラスからスムーズ

に出力できる。 

・PC教室でEclipseを使用し

たグループでの実習。 

・実行できた生徒画面をスク

リーンで共有し解説する。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 

・構文よる思考表現 
①   ① 

行動観察 

ワークシ

ート 

自己評価 

６ 

・いろいろな演算子、イン

クリメント、デクリメン

ト等を、実習を通して理

解を深める。 

・PC教室でEclipseを使用し

たグループでの実習。 

・教材を確認後、Scannerク

ラスから実行する。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 

・構文よる思考表現 
①  ② ① 

行動観察 

ワークシ

ート 

自己評価 

７ 

・テストでふりかえる。 

・Scannerクラスの実行でE

clipseの操作方法を再確

認する。 

・テストを基に実習を行う｡ 

・Scannerクラスの実行。 

・前置と後置の実習を行い、

Java言語の理解を深める。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 

・構文よる思考表現 
 ① ① ① 

テスト結

果 

行動観察 

課題提出 

８ 

・ if,else,case,break,for

文を、教材を通して理解

する。 

・ if,else,case,break,for

文を制御構文で実行し理

解を深める。 

・ワークショップの準備開始 

・教材を見ながら、準備され

た制御構文を利用して、実

行結果を確認する。 

・ if,else,case,break,for 文

を制御文で実行する。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 

・構文よる思考表現 
①  ②  

行動観察 

ワークシ

ート 

自己評価 

９ 

・ while,do,break,continue

文を理解する。 

・実行し理解を深める。 

・ while,do,break,continue文

の教材で説明を受ける。 

・上記制御構文を実行する。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 

・構文よる思考表現 

① 

② 
 ②  

行動観察 

ワークシ

ート 

10 

・「オブジェクト指向の考

え方」を理解する。 

・これまでの復習をグルー

プ学習で行う。 

・新単元を教材で学習する。 

・ワークシートの問題をグル

ープで解く。 

・理解できている生徒、質問

のある生徒の用紙を電子黒

板に写し、適宜解説する。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 

・他者のワークシー

トから自身の解答

の見直し 

① 

② 
①  ① 

行動観察 

ワークシ

ート 

自己評価 

11 

・「オブジェクト指向の考

え方」を教材学習と実習

で理解を深める。 

・インスタンス化して活用

するイメージで理解を深

める。 

・「オブジェクト指向の考え

方」を前回の学習を踏まえ

てＰＣで実行する。 

・教師側で準備された制御構

文の実行を見て、実際に実

行する。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 

・構文よる思考表現 
①  ② ② 

行動観察 

ワークシ

ート 

自己評価 

12 

・これまで学習してきた

Javaプログラミングを活

用した作品制作に向けて

意欲を高める。 

・ワークショップの作品につ

いて話し合う。 

・他者に利用してもらうこと

をイメージした作品計画。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 

・構文よる思考表現 
①  ①  

行動観察 

ワークシ

ート 

自己評価 

13 

・これまで学習してきた

Javaプログラミングを活

用し、作品を制作するこ

とで理解を深める。 

・作品制作を行う。 

・他者に利用してもらうこと

を意識して作成する。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 

・構文よる思考表現 
① 

① 

② 
  

行動観察 

ワークシ

ート 

自己評価 

14 

・これまで学習してきた

Javaプログラミングを活

用した作品を紹介し、説

明することで理解を深め

る。 

・ワークショップを実施。 

・それぞれが他の作品を実行

し、説明を受け、質問す

る。 

・ワークショップ 

・ワークシート記入 

・発表会 

・作品の説明 

① 

② 
①   

行動観察 

ワークシ

ート 

自己評価 

15 

・これまで実行してきた

Javaプログラミングの学

習をふりかえり、副教材

で選択構造文について応

用学習を行う。 

・プリントの問題をグループ

学習で解く。 

・できたグループは解き方を

他のグループに紹介する。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 

・他者のプリントか

ら解答の見直し 

① ①  ① 

行動観察 

ワークシ

ート 

自己評価 

16 

・副教材でくりかえし構造

文について応用学習を行

う。 

・プリントの問題をグループ

学習で解く。 

・できたグループは解き方を

他のグループに紹介する。 

・話し合い活動 

・ワークシート記入 

・他者のプリントか

ら解答の見直し 

① ①  ① 

行動観察 

ワークシ

ート 

自己評価 
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６ 指導展開（12～14/16） 

  (1) ワークショップ実施で準備したＩＣＴ機器（授業内容に応じて下記から選択し、使用する） 

    生徒用ＰＣ，生徒用タブレット端末（iPad mini），Apple TV，プロジェクター 

  (2) 授業計画 

   授業の前半は作品のプレゼンを行い、後半はワークショップで作品を紹介するため、作品制

作から始め、全3回に分けて授業を行った。 

   ① 第12回検証授業（場所：普通教室） 

    ア グループで、どのテーマの作品を作るかを決める。 

    イ 作品の説明をわかりやすく伝えるための工夫を考える。 

      ※グループで出たアイデアをワークシートに記入する。 

   ② 第13回検証授業（場所：ＰＣ教室） 

    ア グループ内で作品を２つ作る。 

    イ それぞれの工夫した所を発表し合い、ワークシートへ気づいたことを記入する。 

    ウ タブレットでJava言語と実行結果の写真を１枚ずつ撮り、発表用として保存する。 

   ③ 第13回検証授業の放課後（場所：ＰＣ教室） 

    ア Apple TVで発表練習を行う。以下の点を意識して教師に発表を見せる。 

    イ 発表の際には、以下の２点を意識するよう指導した。 

      ・Java言語で記述した作品の一部を表示し、工夫した点を紹介する。 

      ・ワークショップに参加したくなるようにアピールする。 

   ④ 第14回検証授業の評価基準 

観
点 

学習活動に即した評価基準 
「十分満足できる」状況（Ａ）と

判断した具体例 

「努力を要する」状況（Ｃ）と 

判断した生徒への指導の手立て 

関
心
・
意
欲
・
態
度 

・Javaプログラミングで作っ

た作品を積極的に紹介しよ

うと取り組む。 

・ワークショップでの自己の

活動を振り返ることができ

る。 

・ワークショップでの自身の役割

を自覚し、訪問者に説明をした

り、自ら他のグループへ訪問し

たりできる。 

・ワークシートで自己の活動を具

体的に記述することができる。 

・ワークショップ中に訪問者を待

っている生徒に対して案内する

よう促す。 

・ワークシートに空欄が目立つ生

徒へ気づいたことを具体的に書

くよう促す。 

思
考
・
判
断
・
表
現 

・わからない所を質問した

り、質問されたら答えたり

するなど、自分の考えを言

語にして伝えることができ

る。 

・Java言語で自身の思考を表

現できる。 

・これまで学習してきた知識や技

能を振り返り、ワークショップ

で作品の工夫点を説明できる。 

・発表会では伝えたいことをわか

りやすく紹介できる。 

・作品に他者からのアドバイスが

含まれている。 

・説明ができず困っていれば、グ

ループでどんな工夫をしてきた

か相談するよう促す。 

・発表会で困っていれば励まし、

機器の操作で支援する。 

・作品に対するアドバイスを他者

からもらうよう促す。 

   ⑤ 第14回検証授業の展開 

過程 学習内容・学習活動 教師の指導・支援 使用する機器 

導入 

10分 

１ Office365のログイン確認 

２ あいさつ，本時の説明 

３ Formsで事前意識調査  

・休み時間にOffice365へログイン。 

・本時のねらい、諸連絡等を伝える。 

・Formsを導入に取り入れる。 

ＰＣ，iPad 

Apple TV 

プロジェクター 

展開 

35分 

４ 発表会でグループごとに作品紹

介を行う。 

 ※約15分 

 

 

 

・iPadのミラーリング機能を使用し紹

介を行う。 

 ワークショップに来てもらえるよう

に発表する。 

 

 

ＰＣ 

iPad 

Apple TV 

プロジェクター 

ねらい：作品の制御構造を構文で説明し、プログラミングの理解を深める。 
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５ グループごとに作品を介したワ

ークショップを行う。 

 ※同時に各ワークショップへ手分

けして参加する。 

 ※約15分 

６ ワークシートに感想を記入。 

７ 1～2名の感想を発表する。 

 ※約5分 

・ワークショップへ参加する生徒は、

工夫した所の説明など、何を聞くか

焦点化して質問し、気づいた事をワ

ークシートへ記入する。 

 

・自主的な発表を促す。発表者はタブ

レットで自分のコメントの写真を撮

り、ミラーリングで紹介する。 

まとめ 

5分 
８ Formsで事後意識調査 

・個々の達成感の度合いをみんなで共

有する。 

iPad 

Apple TV 

プロジェクター 

７ 仮説の検証おかげ 

 (1) タブレット端末は言語活動を促すために有効であったか 

  ① 話し合い活動の様子より 

これまでの授業は、ＰＣ教室での実習を中心と

した学習を行ってきたため、話し合い活動は隣同

士のみにとどまり、グループで集まって解決する

ことが少なかった。そこで、タブレット端末に教

材を提示し、その端末を操作しながら質問する生

徒が増え、言語活動が促された。 

これまでは課題を実行できないまま授業を

終える生徒への支援が不十分であったが、そ

の対策としても有効であった（図８）。 

普通教室でもタブレット端末で教材を提示

することで、話し合い活動を促すことがで

き、実習に入る前にJavaプログラミングの制

御構造の学習ができた（図９）。 

生徒のアンケートの回答（図10）や感想

（図11）から「話だけだとわかりづ

らい所もアニメーションだと（省

略）説明できるのでわかりやすかっ

た」などの理由から、タブレット端

末は話し合い活動を促す手段として

有効だった。 

 (2) 言語活動を促すことでJavaプログラミングの

理解は深まったか 

① 検証５回目までの授業の様子より 

  検証１回目から５回目までの意識調査の結

果は図13のとおりである。徐々に学習する範

囲を広げたり、難易度を上げたりしたが、生

徒の感想や、グループ学習をしている様子、

アンケートの結果から、話し合い活動によっ

て理解が深まっていることがわかった。 

検証３回目と５回目は理解が「あまりでき

なかった」と回答した生徒が増えたが、授業時間内にJavaを実行できなかったのが理由だ

った。ＰＣに不具合が起きたためであるが、昼休みや放課後の時間を利用して、生徒たち

図８ タブレット端末で話し合い活動をする様子 

図 10 タブレット教材で話し合い活動は進めやすくな
りましたか 

図９ タブレット端末の教材で実習する様子 

図 11 タブレットを使った授業の感想 
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は実行することができた。実習が上手

くいく喜びも、理解力の向上につなが

ることがわかった。 

② ワークショップ⁴の実施を計画 

検証５回目までの生徒の様子から、

Javaプログラミングに対する理解が全

体的に深まっている一方で、一部の生

徒が話し合い活動に参加していない

様子も見られた（p9表３）。その様

子や感想から、話し合い活動で理解が深まる体験をしてほしいと思うようになった。 

そこで、質問したり、教えたりする体験活動として、Java言語で作った作品を紹介し合う

ワークショップを取り入れることとした。前任校で、高校生がメンター役となり、地域の

方々を対象にパソコン教室を実施したことがあった。参加した生徒は、受講者に喜んでも

らえたことにより「もっと詳しくなりたい」と、学ぶことに対する興味関心を高めた。そ

の経験をもとに、生徒がJava言語に対する興味関心を高め、話し合い活動に積極的に参加

し、言語活動で更に理解を深める手段として、ワークショップを実施することとした。実

施を14回目の検証授業に設定し、それに向けた授業を８回目の検証授業から実践した。 

③ 検証８回目から13回目（ワークショップ前日）までの様子より 

  実習では、これまで指定されたJava言語を打ち込

み、実行結果さえ出れば満足していた生徒が、作品

作りを始めてから、気づいたことをメモに残すこと

で書くことによる言語活動を行うようになった。自

分で説明できるかを意識しながら実習を行う様子が

見られるようになった。 

検証12回目では、作りたい作品をイメージし、そ

れをJava言語で計画することで、制御構文による言

語活動を行った（図14）。 

検証13回目で計画通りに作った作品を、同じグル

ープで紹介し合い、工夫されていた所やアドバイス

を受けた所を自分の作品に取り入れることで、対話

による学びから作品の質の向上を図った（図15）。これにより、円周を求める作品を予定

していた生徒Ｂは、見やすい実行結果にするためアドバイスを取り入れ、試行錯誤し、小

数点の端数処理を取り入れた円の

面積を求める作品に仕上げた。 

ＰＣが決めたランダムの数値を

当てるゲームを作った生徒Ａは、

参考にする構文をインターネット

から検索し、放課後残ってグルー

プで分担しながら解読していた。

授業時間以外でも話し合い活動に

よって理解を深めている様子が見

られた（図16左）。 

Java言語のインプットだけでは

図 15 他者からのアドバイス（生徒Ｂ） 

図 14 生徒Ｂが実習前に計画した円周を
求める構文の一部 

図 13 「プログラミング」の理解度について（意識調査）

検証前半 

図 16 
左：iPad で撮った構文をグループで解読している様子 
右：わかりやすく説明できるよう、文章にしている様子 

⁴ワークショップ（workshop）とは「作業場」「工房」の意味で、小グループで意見交換や共同作業を行いながら学
び合う参加体験型グループ学習である。 

N=39 
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なく、構文を理解した上で説明するアウトプットを意識することで、実習の場面でも対話

による学びが積極的に行われていた。 

ワークショップ当日は、授業の前半に作品を紹介

する発表会を行い、後半でワークショップを実施す

る計画だった。そのため、発表が上手くできるよう

に、前日の準備で説明を簡潔な文章にする活動によ

り、理解を深めている様子も見られた（p8図16

右）。 

④ 検証14回目（ワークショップ当日）の様子より 

前半の発表会では、教師側の準備不足のためスム

ーズに行かない場面があった。しかし、ワークショ

ップでは、Javaを初めて経験する先生

方にも、これまで準備してきた作品に

ついて自信を持って説明する（図17）

ことで、処理手順と制御構文の関連づ

けについて学習し、Javaプログラミン

グの理解を深めることができた。この

活動の意識調査では、約８割の生徒が

肯定的に回答した（図18）。調査結

果や生徒の感想（表３）、当日まで

の生き生きと活動する生徒の様子か

ら、Javaプログラミングに対する興

味関心が高まったと捉えた。。 

⑤ 検証16回目（ワークショップ実施

後）の様子より 

ワークショップで言語活動を肯定

的に捉えた生徒たちは、その後の授

業に対しても積極的に話し合い活動

に参加し、理解を深めようとした

（表３）。 

話し合い活動がJavaプログラミン

グの理解を深めるために効果があっ

たかの調査では、質問した生徒だけ

ではなく、教えた生徒も「教えるこ

とで間違いに気づけた」など、約８

割の生徒が肯定的に回答した（図1

9）。一方で、否定的な回答をした

生徒は「一人でやる方が良い」との

理由だったが、これまで否定的だっ

た生徒は肯定的な回答になってい

た。 

   ⑥ 生徒が変容した様子より 

     表３の生徒Ａ，Ｂ，Ｃは検証１回

目から理解ができず、質問もできな

かったが、ワークショップを機に言

N=25 

N=39 

図 19 話し合い活動を通して Java プログラミングの
理解は深まりましたか 

図 18 Forms を使用した意識調査の結果 
   質問：作品の紹介を上手くできそうですか 

図 17 ワークショップで説明する様子 

表３ 生徒Ａ，Ｂ，Ｃの感想による変容した様子 

N=22 
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語活動によって理解が深まることを実感した。検証15回目から話し合い活動でも意欲的に

学習するようになり、ワークシートの記述が肯定的になった。生徒ＡやＢは、自分のわか

らない所や解決方法を文章にして記述するようになった。検証後のテストでも、難易度の

高い制御構文を読み解くことができた。 

これまで話し合い活動に積極的に参加していた生徒の感想も、「分からなかったら近く

にいる友達に聞けるし、説明することもできるようになった。」「お互いで話し合えるの

で、分かりあえるし、教えたくなる。」「相手が分かるように説明することで自分への理

解度も大きくなった。」など、話し合い活動に対してこれまで以上に肯定的に変容した。

話し合い活動を継続することによって、更に理解を深めていることがわかった。 

(3) テストによる検証 

Javaプログラミングの理解度を検

証前の10月と検証後の１月に定期テ

ストで調査した。テストは実行結果

から制御構造を予想し、穴埋め式で

構文を記述することでプログラムが

できる問題を作った。範囲、配点、

時間を同基準とし、検証後の難易度

は上げたところ、制御構文の理解を

問う問題で、データの入出力と演算

の単元（図20）では約２点、オブジ

ェクト指向の考え方の単元（図21）

でも、約２点の上昇が見られた。その内、正答率の高い生徒は、日頃からワークシートにわ

からなかった所や気づいた所を文章で表現していた。 

 

Ⅳ 成果と課題 

１ 成果 

(1) タブレット端末を活用した言語活動により、Javaプログラミングの理解を深めた。 

(2) 理解できていなかった生徒の興味関心を高め、言語活動を促すことができた。 

(3) ワークショップの前に実施した発表会では準備不足の反省が残ったが、プレゼンテーション

力の向上は科目を横断してつける力であることを、ワークショップに参加した先生方と共有す

ることができた。 

２ 課題 

(1) 手順を追ってJava言語を読み解くことができるだけではなく、イメージした通りに実行結果

を出すことでプログラミングを学ぶ喜びを共有できる学習指導の工夫 

(2) Javaプログラミングの制御構造をしっかり理解できていない生徒を支援できるよう、日頃か

ら話し合う仕掛けのある授業の見直し 

(3) テストの正答率が高かった生徒は、ワークシートにわからない所や気づいた所を文章で記入

することで、言語活動を行っていることがわかった。今後は、より言語活動を促すワークシー

トの工夫を行いたい。 

 

    

 

 

 

 

図 20 制御構文の平均点 
<データの入出力と演算> 

N=34 

図 21 制御構文の平均点 
<オブジェクト指向> 

N=34 

点 点 
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