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沖縄県立総合教育センター １年長期研修員 第 63集 研究集録 2018年３月 

〈ビジネスシステム〉 

科目「プログラミング」の基礎的・基本的な知識と技術の習得 
－教材作成と学習指導の工夫を通して－ 

 

        沖縄県立具志川商業高等学校教諭 玉 城 弘 明    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

 高等学校学習指導要領第３章第３節商業科の目標として「商業の各分野に関する基礎的・基本的な知識

と技術を習得させ・・・（中略）経済社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てる。」と示され

ている。また、高等学校学習指導要領解説商業編第１章第２節において「商業の各分野に関する基礎的・

基本的な知識と技術とは，商業の各科目の学習を通して習得する知識と技術を意味しており，活用する能

力を伴った知識と技術や具体的なビジネスの諸活動と結び付いた知識と技術であるとともに，将来の職業

を見通して更に専門的な学習を続けることにつながる知識と技術を含むものである。」と述べられている。

商業の学びの中で、基礎的・基本的な知識と技術の定着を図り、その知識と技術を活用してビジネスの諸

活動に取り組むことのできる創造的な能力と実践的な態度を育てることが大切だといえる。 

科目「プログラミング」のねらいとして「プログラムの役割や重要性について理解させるとともに，様々

なプログラム言語が開発されるなどのソフトウェア開発に関する技術の進歩に柔軟に対応し，ビジネスの

諸活動において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にある。」と、高等学校学習指導

要領解説商業編第２章第 19節で示されている。また、新学習指導要領の小学校学習指導要領解説総則編に

おいて「児童が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」と明記されたことから、今後プログラミング教育の重要性が増

していくことが考えられる。 

 具志川商業高等学校情報システム科では、「ビジネスの諸活動において情報を適切に収集・処理し、活用

する能力及びプログラミング技術など、システム開発に必要な能力と態度を育成する」という学習目標を

掲げていることから、ビジネス情報分野に関する５科目を中心に履修している。しかし実際は、学習を通

して習得したＶＢＡ（Visual Basic for Applications）や Javaなどのプログラム言語を活用した、ソフ

トウェア開発などの発展的な学習に取り組むまでに至っていない。その原因の一つとして、生徒がプログ

ラミングの学習に苦手意識を持ち、基礎的・基本的な知識や技術の定着が十分に図られていないことが考

えられる。また、プログラミングにおいて、習得した知識をどのように活用していくのかイメージできる

教材が不足しており、授業担当者が工夫して行っている状況がある。しかし、生徒は習熟の程度に差があ

るものの、お互いに教え合い、学び合う様子が見られたことから、教材や学習形態を工夫することで学習

内容を理解し、知識や技術の習得につながることが期待される。そこで、プログラムの実行結果をテキス

トデータのみで表示するのではなく、画像の動きで確認することで生徒の学習意欲の高揚を図り、習得し

た知識の活用をイメージさせながらプログラミングができる教材を作成したいと考える。さらに、生徒相

互の学び合いができる学習指導の工夫に取り組むことで、プログラミングの理解につながると考えた。 

 本研究では、科目「プログラミング」において、プログラミングに関する基礎的・基本的な知識と技術

の習得ができる教材を作成したいと考える。その際、習得した知識を活用してプログラムを作成し、実行

結果を画像の動きで表現する工夫を行うことで、学習内容の理解を深める。また、生徒の学習理解度を高

めるために「協働学習」を取り入れた授業を実践し、言語活動を通した学習指導の工夫により、プログラ

ミングに関する基礎的・基本的な知識と技術の習得につなげたいと考え、本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉 

 科目「プログラミング」において、プログラミングを理解するための教材及び技術を習得するための「実

習手引書」を作成し、協働学習を通して学習理解度を高める学習指導の工夫を行うことで、基礎的・基本

的な知識と技術の習得につながるであろう。 

 

Ⅱ 研究内容 
 １ 実態調査（アンケート・既習の復習テスト） 

  (1) 目的 

     アンケート調査と復習テストにより、プログラミングに対する興味・関心や既習内容の習得状況、



- 2 - 

 

生徒が求めている学習形態や教材などの実態把握を行い、教材作成や授業計画の参考資料とする。 

(2) 対象および実施日 

   対 象：具志川商業高等学校 情報システム科３年 科目「プログラミング」選択者 38名 

   実施日：平成 29年５月 25日 

(3) 結果および考察 

  「プログラミングの学習に興味・関心がある」の

問に対して、57％の生徒が肯定的な回答をしている。

次に、「プログラミングの学習に積極的である」の問

いに、76％の生徒が肯定的に回答していることから、

生徒はプログラミングの学習に興味・関心や学習意

欲がある程度高いことが分かった（図１）。また、「プ

ログラミングの学習が苦手である」と、66％の生徒

が回答していることから、検証クラスの半数以上の

生徒が、プログラミングの学習に対する苦手意識が

高いことが分かった（図１）。 

  プログラミングの学習において「ビジュアルプロ

グラミング言語の活用」や「ゲーム・アプリの開発」

に取り組んでみたいか質問したところ、それぞれ

79％の生徒が肯定的に回答している（図２）。また、

プログラミングの授業を選択した理由について聞く

と、「ゲームを作成したい」「プログラミングの技術

を活用して何かを作りたい」などと回答しており、

生徒は学んだ知識や技術を活用できる学習に取り組

みたいと考えていることが分かった。 

続いて、「プログラミングの学習で、達成感を味わ

ったことがある」の問いに、81％の生徒が肯定的に

回答をしている（図３）。達成感を得ることができた

理由として「思い通りにプログラムが実行できた」

と、多くの生徒が回答していた。よって、プログラ

ミングの学習を通して、生徒が達成感を得ることが

できる学習内容や課題により、学習意欲の向上を図

ることができると考える。 

次に、２年生までに学習した内容を理解できているか確認するため、プログラミングの基礎的な

学習項目に対して「理解しているか」と質問したところ、ほとんどの学習項目において否定的な回

答が 50％以上となった（図４）。生徒は２年生で学習した内容を十分に理解できていないと感じて

おり、「プログラム言語」や「アルゴリズム」に関する学習に課題があると考える。そのため本研究

では、既習内容について再学習を行い、プログラミングに関する基礎的・基本的な知識の習得を図

っていく。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

図１ 興味・関心に関するアンケート結果 

図２ 学習内容に関するアンケート結果 

図４ 知識・理解に関するアンケート結果 

図３ 達成感のアンケート結果 
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図５ 復習テストの結果① 

また、復習テストを実施し、２年生で学んだ知

識が習得されているか分析した結果、やはりプロ

グラム言語とアルゴリズムの知識の習得に課題が

あることが分かった。フローチャートを用いたプ

ログラム問題においては、基礎的な問題にも関わ

らず全体的に正答率が低く、特に条件判定の正答

率が低い結果となった（図５）。生徒は、条件式を

設定し、その条件に当てはまった場合（true）と

当てはまらなかった場合（false）の処理を判断す

ることが苦手だと考える。ＶＢＡプログラム問題

においては、コードの読み方を記述する問題にお

いて正答率は高いが、コードの意味や説明を記述

する問題の正答率が低い結果となった（図６）。よ

って、生徒はプログラムで用いるコードを読むこ

とはできるが、そのコードがどのような意味や役

割があるのか、コードを記述した意図を説明する

ことが苦手だといえる。また、基礎的な知識であ

る「変数」と「選択構造（if文）」についても、正

答率が半数程度である（図６）。復習テストの結果

を踏まえ、フローチャートを活用することでプロ

グラムの処理手順を考え、正しく判断でき、また

プログラムに用いるコードの意味や役割を理解さ

せ、記述できる学習教材の作成に取り組んで行く。 

続いて、プログラミングの学習において「実習

手引書」を活用したいか質問したところ、肯定的

回答が 42％、否定的回答が 58％と、否定的回答が

肯定的回答を上回る結果となった（図７）。また、

課題解決の方法において「教科書を読む」が最も

多い回答となった（図８）。よって生徒は、学習中

に分からないことがあると、教科書を読み復習す

ることで課題解決を図っていると考えられる。そ

のため、実習手引書を活用することで、知識の習

得に効果があると考える。また、プログラミング

を「グループで学びたいか」と質問したところ、

84％の生徒が肯定的に回答する結果となった（図

７）。課題解決の方法においても「友達に質問する」

という回答が多かったことから、互いに学び合う

ことができるグループ学習は、プログラミングに

対する苦手意識が高い生徒にとって、有効な学習

形態だと考える（図８）。 

(4) 実態調査を踏まえた研究の方向性 

  生徒は、プログラミングの学習に対して苦手意識が高く、学んだ知識や技術が定着していないた

め、既習内容の復習が必要だと考える。そのため、視覚的に学べる実習手引書を作成し、プログラ

ムの内容を記述し、説明するなどの学習活動により、知識や技術の習得を図っていく。また、生徒

が互いに協力し、教え合いながらプログラミングが学べる学習指導の工夫により、プログラミング

に関する基礎的・基本的な知識や技術の習得を目指す。  

２ 年間指導計画書の作成 

具志川商業高等学校で計画した年間指導計画書や、教科用指導書の資料を参考に、科目「プログラ

ミング」の年間指導計画書を作成した。新たに「実習１アルゴリズム」と「実習２ゲームプログラミ

ング」の学習内容を追加して計画を立てた（表１）。また、各章ごとの「内容の構成とねらい」「指導

目標」「評価規準」を合わせて作成している（図９）。この年間指導計画書は、アルゴリズムの基礎を

学び、ゲームプログラミング実習を通して Java プログラミングに関する知識を習得する内容となっ

ている。作成した年間指導計画書が活用できるかどうか、今後検討していきたい。 

図８ 課題解決方法のアンケート結果 

図７ 学習教材と学習形態に関するアンケート結果 

図６ 復習テストの結果② 
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『プログラミング』年間指導計画書 

教科 科目 学年 単位数 全日・定時 学科 必修・選択 

商業 プログラミング ３ ３ 全日 情報システム 選択 

 １．学習の到達目標 

科
目
目
標 

１．アルゴリズムやプログラミングに関する知識と技術を、実習により習得し、論理的思考力

を養う。 

２．Javaプログラミングの基礎的・基本的な知識や技術を、実習により習得する。 

３．プログラミングに関する一連の実習により、自らプログラムを作成し、コンピュータを合

理的に活用できるようにする。 

２．評価規準 

関心・意欲・態度 

コンピュータを使った情報処理の仕組みとプログラミングについて関心を持ち、

実習を通してプログラム言語を活用してプログラムを作成する実践的な態度を身

に付けている。 

思考・判断・表現 

アルゴリズムやプログラム言語について思考を深め、基礎的・基本的な知識をも

とに、実習を通してプログラミングを応用し、処理手順を判断し、プログラムの

内容を説明し、表現できる創造的な能力を身に付けている。 

技能 
実習を通してプログラミングに関する基礎的･基本的な技術を身に付け、アルゴリ

ズムやプログラム言語の知識や技術を適切に活用し、プログラムの作成ができる。 

知識・理解 

コンピュータを使った情報処理の仕組みとプログラミングに関する基礎的･基本

的な知識と技術を身に付け、プログラミングの手順やプログラム言語を用いてプ

ログラムの作成方法について理解している。 

３．学習計画 

学習内容 時間 学習内容 時間 

第１章 コンピュータとプログラミング 

 １節 ビジネスと情報処理システム 

第２章 プログラミング基礎 

 １節 プログラミングの手順 

２節 データの入出力と演算 

３節 アルゴリズムの表現技法 

  (1) 流れ図 

   (2) 基本制御構造 

実習１ アルゴリズム 

４節 条件判定とくりかえし処理 

    (1) 判定 

   (2) 選択 

  (3) 一定回数の繰り返し 

   (4) 条件による繰り返し 

６ 

 

12 

 

 

 

 

 

３ 

12 

 

 

 

５節 オブジェクト指向の考え方 

第３章 プログラミング応用 

  １節 メソッドの利用    

２節 配列の利用 

実習２ ゲームプログラミング 

３節 例外処理とストリーム 

第４章 Ｊａｖａの活用 

１節 ユーザインタフェース 

２節 文字や画像などの処理 

第５章 ハードウェア・ソフトウェア 

１節 ハードウェア 

２節 ソフトウェア 

３ 

18 

 

 

24 

12 

９ 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 年間指導計画（学習の到達目標・評価規準・学習計画） 

科目：プログラミング 

年間指導計画書の概要 

【表紙】 

１．学習の到達目標 

２．評価規準 

３．学習計画 

４．各章ごとの指導目標 

５．内容と取り扱い 

６．各章ごとの評価規準 

図９ 年間指導計画書の構成 



- 5 - 

 

３ プログラミングの理論研究 

(1) プログラミング 

  プログラミングとは、プログラム言語というコンピュータに命令を伝える言葉を通して、コンピ

ュータが処理するプログラムをつくることである。プログラム言語には、数多くの種類が存在して

いるが、本研究ではプログラム言語の「Java」を用いたプログラミングについて研究していく。 

(2) アルゴリズム 

        アルゴリズムとは、「問題や課題を解決するための処理手順」である。アルゴリズムはアイディア

や考え方であるため、目で見ることができない。そのため、アルゴリズムを記述する方法として「フ

ローチャート（流れ図）」が用いられる。フローチャートにより、プログラムの処理や手順を図解で

表現することで、考えているアルゴリズムが正しいかどうか、目で見て確認することができる。ま

た、アルゴリズムの手順には、「順次」「選択」「繰り返し」の３つの基本制御構造があり、構造化定

理において「３つの基本制御構造の組み合わせにより、どんなアルゴリズムも表すことができる」

と示されていることから、３つの基本制御構造の学習に重点的に取り組む必要があると考える。 

(3) ビジュアルプログラミング言語 

ビジュアルプログラミング言語とは、プログラムをテキストで記述するのではなく、視覚的なオ

ブジェクトでプログラミングするプログラム言語であり、グラフィカルプログラミング言語ともい

う。直感的な視覚表現でプログラム作成が可能で、代表的なビジュアルプログラミング言語の学習

環境に「Scratch」があり、世界中でプログラミングの学習に利用されている。プログラミングの授

業において Scratchを用いた教材を活用することで、プログラミングが苦手な生徒でも興味・関心

を持ち、学習に取り組むことができると考える。 

(4) Java 

  プログラム言語の Java は、米国の Sun Microsystems（現 Oracle）が開発したインターネット用

プログラム言語であり、ＯＳやパソコンの機種に関係なく利用でき、動画や音声データ用のプログ

ラム、Webサイト、ゲーム等を開発することができる。Javaは、クラスベースの「オブジェクト指

向プログラミング言語」であり、Javaのプログラムは複数のクラスから構成され、各クラスが実体

化したオブジェクト群として相互にメッセージをやりとりしながらプログラムが実行される。本研

究では、Javaプログラミングを理解するための教材作成に取り組む。 

(5) Greenfoot 

    Greenfootは、イギリスのケント大学で開発された教育用 Java開発環境のソフトウェアで、オブ

ジェクト指向の Java を用いてゲームのような画面でプログラミングを学ぶことができる。オープ

ンソースとして公開されており、Greenfoot の Web サイトからソフトウェアをダウンロードするこ

とができることから、世界中で Java の学習に利用されている。本研究では、Java プログラミング

の理解や、プログラムの処理手順、実行結果を視覚的に理解させることをねらいとして、Greenfoot

を活用して学習教材を作成する。 

４ 学習教材・実習手引書の作成 

(1) 実習手引書の作成 

    プログラミングの実習において使用する手引書と

して、アルゴリズムの学習用「実習手引書１」と、

Javaの学習用「実習手引書２」を作成した。 

  実習手引書１は、アルゴリズムの説明から始まり、

Scratch のダウンロード方法や基本的な操作方法、

基本制御構造の「順次」「選択」「繰り返し」につい

て学べるように内容を構成した（図 10）。「もし～な

ら」ブロックや、「ずっと」ブロックなどの命令ブロ

ックを用いて、基本制御構造のアルゴリズムを可視

化しながら学習に取り組む。また、「アルゴリズムの

記述」「流れ図の作成」「例題プログラムの作成」「課

題プログラムの作成（開発タイム）」という手順で学

習することにより、基本制御構造に関する基礎的・

基本的な知識や技術の習得を図る。 図 10 実習手引書１の内容 
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      実習手引書２は、教育用 Java開発環境の「Greenfoot」を用いて、Javaプログラミングが学べる

ように作成した（図 11）。「Greenfootのダウンロードと操作方法の説明」「基礎知識（オブジェクト

指向）」「３つの基本制御構造」の内容で構成されている。選択構造や繰り返し構造のプログラムを

作成するために、if 文や while 文を用いてコードを記述していく。Java のコードや Greenfoot の

関数、制御文を用いて課題に取り組み、プログラムの内容が理解できるように授業を実践すること

で、Javaプログラミングの基礎的・基本的な知識や技術の習得を目指す。また、画像の動きで実行

結果の確認ができるため、生徒がプログラミングに興味・関心を持つことが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ワークシート・振り返りシートの作成 

    単元ごとに、実習手引書の内容と関連させたワークシートと振り返りシートを作成した。ワーク

シートは、本時で何を学ぶのかを確認する「本時の目標」を示し、重要なポイントや作成するプロ

グラムの内容、Javaのコードの意味を記述させ、フローチャートを用いてプログラムを視覚的に理

解できるように工夫した（図 12）。振り返りシートは、本時で学んだことを振り返る「本時のまと

め」、学んだことが理解できたか評価する「自己評価」を柱とし、授業のまとめとして、学習内容の

振り返りができるように作成している（図 13）。Javaの構文やコードを記述し、さらにコードの意

味やプログラムの内容を記述することで、基礎的・基本的な知識や技術の習得を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 実習手引書２の内容 

図 12 ワークシートの内容（知識の習得） 

学習到達点の確認 
フローチャートによるアルゴリズムの可視化 

プログラムの内容を記入 
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(3) 提示用教材の作成 

    提示用教材は、プレゼンテーションソフトを用いて

作成した。教室全体に学習内容等を提示することがで

き、また学習者個々のモニターに映すことで授業の進

行、学習内容の説明やワークシートの記入、実習の指

示等において効果的に活用できると考える。提示用教

材により、重要な学習ポイントは赤字で示し、フロー

チャートや図形の活用により学習内容を視覚的に表現

することで、知識や技術の習得を図る（図 14）。 

 

Ⅲ 指導の実際 

１ 単元名（教材名） 

   第２章 プログラミング基礎 第４節 条件判定とくりかえし処理 

２ 単元設定の理由 

(1) 教材観 

複雑な処理を実行するプログラムは、順次・選択・繰り返しの３つの制御構造を組み合わせるこ

とによって、作成することが可能であると数学的に証明されている。この構造化定理に従って、プ

ログラムを作成することができるよう、本単元では３つの制御構造の「選択構造」について学習す

る。条件を判定し、処理を分けて行うときに使われる Javaの「if文」「if～else～構文」「if～else 

if～else構文」といった制御文について理解し、プログラムを作成するためのコーディングの技術

を習得する。 

(2) 生徒観 

    具志川商業高等学校情報システム科３年、ＳＥコースの生徒は、２年生で「ＶＢＡ（Visual Basic 

for Applications）」を、３年生では「Java」を学習しており、２年間継続してプログラミングの学

習に取り組んでいる。情報システム科は、２年生からコース制を導入しており、プログラミングが

学べる「ＳＥコース」を選択していることから、プログラミングに対して学習意欲は高いと考える。 

    実態調査の結果から、プログラミングの学習が「苦手である」と回答した生徒が 66％と、半数以

上の生徒が学習意欲はあるが、苦手意識を持った状態でプログラミングの学習に取り組んでいるこ

とが分かった。また、変数やフローチャート、制御構造について、半数以上の生徒が学習内容を理

解できていないと回答したことから、基礎的・基本的な知識が十分に習得できていないと考える。   

(3) 指導観 

    教育用 Java開発環境の「Greenfoot」を活用して、Javaプログラミングを学ぶ。ＩＣＴ機器や学

習支援ソフト等を効果的に活用し、学習内容や課題について説明する。学習目標の確認や学習内容

図 13 振り返りシートの内容（学習内容の振り返り） 

１．到達点の確認 

２．フィードバック 

３．次回への意欲 

４段階評価 

教師が考えさせるコメントを記入 

図 14 提示用教材（一部） 

学習ポイントを

カラーで表示 
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の振り返り、プログラムで用いるコードの意味、流れ図等をワークシートに記入せることで、プロ

グラミングに関する知識の習得を目指す。授業のまとめとして、生徒自身に「自己評価」をさせる

ことで、学習内容の理解度や課題の把握を行う。また、協働学習により、生徒同士で学び合える学

習指導の工夫に取り組む。さらに、生徒の発言や考えを引き出すために発問の工夫、生徒の様子を

把握するために机間指導を行い、困難を示す生徒を見落とすことなく支援できるように努める。 

３ 単元の指導目標  

(1) 条件を判定し、処理を分けて行うときに使われる制御文と、繰り返しの制御文を理解させる。 

(2) Greenfootを用いたゲームプログラミングを通して、条件判定と繰り返し処理のプログラミング

の技術を習得させる。 

４ 単元の評価規準 

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解 

条件判定と繰り返しの制御

構造について関心を持ち、一

連の手順に沿ってプログラ

ミングに取り組むことがで

きる。 

条件の判定と繰り返し処理

のプログラムを作成するた

めに必要な、Java言語や構文

について思考し、判断し、プ

ログラムの内容について説

明することができる。 

条件判定と繰り返しの制

御文を用いて、プログラ

ムを作成することができ

る。 

条件判定と繰り返し処理

で用いる制御文の知識を

習得し、プログラムを作成

するために習得した知識

を活用することができる。 

５ 単元の指導と評価計画（全 12時間）                    

時 学習内容 指導目標 
評価の観点 評価資料及

び評価方法 関 思 技 知 

１ 

(1)ifのみ 

・if 文の概要とプログラムの特

徴について 

・if のみ構文のフローチャート

とプログラムの記述方法 

・if のみ構文を用いたプログラ

ミング 

 

・条件を判定し、処理を分けるときに使

う制御文であることを理解させる。 

・フローチャートの作成と、コードの記

述を習得させる。 

・if を用いたプログラミングを習得さ

せる。 

 

● 

   

 

 

 

 

 
・ﾜｰｸｼｰﾄ 

 

・行動観察 

 

・課題作成 

２
・
３ 

(2)if～else 

・if～else 構文の概要とプログ

ラムの特徴について 

・if～else 構文のフローチャー

トとプログラムの記述方法 

・if～else 構文を用いたプログ

ラミング 

 

 

・if のみ構文との違いと、プログラム

の特徴を理解させる。 

・フローチャートの作成と、コードの記

述を習得させる。 

・if～else 構文のプログラミングを習

得させる。 

・グループで if～else構文のプログラ

ムを考え、作成させる。 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

・ﾜｰｸｼｰﾄ 

 

・行動観察 

 

・課題作成 

４ 
(3)if～else if～else 

・if～else if～else構文の概要

とプログラムの特徴について 

・if～else if～else構文のフロ

ーチャートとプログラムの記

述方法 

・if～else if～else構文を用い

たプログラミング 

 

・if～else 構文との違いと、プログラ

ムの特徴を理解させる。 

・フローチャートの作成と、コードの記

述を習得させる。 

 

・if～else if～else構文のプログラミ

ングを習得させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

  

 

 

・ﾜｰｸｼｰﾄ 

 

・行動観察 

 

・課題作成 

５
・
６ 

(4) if文のまとめ 

・if文を用いたプログラム作成 

 

(5)成果発表と評価 

・課題の発表と共有 

 

・フローチャートの作成やコーディン

グ等、グループで取り組ませる。 

・グループで作成した課題を発表し、評

価を行う。 

  

 

 

● 

 

● 

 

・課題作成 

・行動観察 

・ﾜｰｸｼｰﾄ 

・評価シート 

７ 

(6) for文 

・for文の概要とプログラムの特 

徴について 

・for文のフローチャートとプロ

グラムの記述方法 

・for構文を用いたプログラミン

グ 

 

・for文のカッコ内の構成について理解

させる。 

・フローチャートの作成と、コードの記

述を習得させる。 

・for 文のプログラミングを習得させ

る。 

 

● 

 

 

 

 

 

● 

   

・ﾜｰｸｼｰﾄ 

 

・行動観察 

 

・課題作成 
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８ 

(7)while文 

・while文の概要とプログラムの

特徴について 

・while文のフローチャートとプ

ログラムの記述方法 

・while文を用いたプログラミン

グ 

 

・for文との違いと、プログラムの特徴

を理解させる。 

・フローチャートの作成と、コードの記

述を習得させる。 

・while文のプログラミングを習得させ

る。 

 

● 

 

● 

  

 

 

・ﾜｰｸｼｰﾄ 

 

・行動観察 

 

・課題作成 

９ 

(8) do-while文 

・do-while文の概要とプログラ

ムの特徴について 

・do-while 文のフローチャート

とプログラムの記述方法 

・do-while 文を用いたプログラ

ミング 

 

・while文との違いと、プログラムの特

徴を理解させる。 

・フローチャートの作成と、コードの記

述を習得させる。 

・do-while 文のプログラミングを習得

させる。 

 

 

 

 

 

 

 

● 

  

 

 

・ﾜｰｸｼｰﾄ 

 

・行動観察 

 

・課題作成 

10 

・ 

11 

(9)for文・while文のまとめ 

・for文・while文を用いたプロ

グラム作成 

 

・フローチャートの作成からコーディ

ングまで、グループで課題に取り組

ませる。 

  

 

 

● 

 

● 

 

・課題作成 

・行動観察 

・ﾜｰｸｼｰﾄ 

12 

(10)成果発表と評価 

・課題の発表と共有 

 

・グループで作成した課題を発表し、実

際に体験することで評価を行う。 

  

● 

   

・評価シート 

・確認テスト 

６ 本時の学習指導 

(1) 主題名 「条件判定 プログラミング（if～else）」 

   (2) 本時の指導目標 

① if～else構文を活用したプログラムの思考を習得させる。 

② if～else構文を用いて、フローチャートの作成とコードの記述を理解させる。 

   (3) 本時で使用する教材 

    ① Java開発環境ソフト「Greenfoot」 ② 実習手引書２ ③ ワークシート ④ 提示用教材 

(4) 本時の評価規準    

評価項目 

（学習活動） 

Ａ 

十分満足できる 

Ｂ 

おおむね満足できる 

Ｃ 

支援の具体的方法 評価方法 

【思考・判断・表現】 

条件の判定とくりかえし処理

のプログラムを作成するため

に必要な、Java言語や構文に

ついて思考し、判断し、作成

したプログラムの内容をワー

クシートにまとめることがで

きる。 

if～else 構文について思

考し、フローチャートを用い

て表現し、プログラムの処理

が判断でき、作成したプログ

ラムの内容をワークシート

にまとめ、プログラムの内容

を全体の場で発表し、説明す

ることができる。 

条件の判定とくりかえし

処理のプログラムを作成す

るために必要な、Java 言語

や構文について思考し、判

断し、作成したプログラム

の内容をワークシートにま

とめることができる。 

 発問や机間指導によ

り、フローチャートの表

現方法や流れを復習さ

せ、フローチャートを記

述させることで if～

else 構文について理解

を促す。 

・行動観察 

 

・ﾜｰｸｼｰﾄ 

【知識・理解】 

条件判定とくりかえし処理で

用いる制御文の知識を習得

し、プログラムを作成するた

めに習得した知識を活用する

ことができる。 

if～else 構文に関する知

識を習得し、習得した知識を

活用しながらプログラムの

作成に取り組み、他の活用方

法について追及するなど発

展的に取り組んでいる。 

if～else 構文に関する知

識を習得し、習得した知識

を活用しながらプログラム

の作成に取り組んでいる。 

発問や机間指導によ

り、実習手引書やワーク

シートを振り返り、if～

else 構文のプログラミ

ングについて復習を促

す。 

・ﾜｰｸｼｰﾄ 

 
・課題作成 

(5) 本時の展開   評価の観点（【思】思考・判断・表現 【知】知識・理解） 
学習 

展開 
生徒の活動 教師の活動 使用教材 

評価の

観点 

導 

入 

 

５   

分 

１．身なりを整えて、始めのあいさつをする。 

２．前時の学習内容・進捗状況を確認する。 

 

 

３．本時の学習内容と目標を確認する。 

 

４．アイスブレイク 

  if～else構文を用いたプログラムを見ること

で本時の学習内容をイメージする。 

１．挨拶、出席確認を行う。 

２．前時の復習・確認を行う。 

 (1) 前時の目標・学習内容 

 (2) 課題の進捗状況 

３．スクリーンに本時の学習内容及び学習

目標を提示する。 

４．アイスブレイク 

if～else構文を用いたプログラムをス 

クリーンで生徒に見せる。 

 

・提示用 

教材 
 

・Greenfoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

行動 

観察 
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展 

開 

① 

 

40 

分 

 

 

 

５．if～else構文のフローチャートとプログラム

の説明を聞き、実習手引書を確認しながらワ

ークシートを記入する。 

６．例題４－３のプログラムを、実習手引書に沿

って作成し、フローチャートをワークシート

に記入する。 

  ※グループのメンバーと協力する。 

７．例題４－３の解説を聞き、ワークシートの記

入と課題の達成状況を確認する。 

８．開発タイム 

  課題４－３のフローチャートをワークシート

に記入し、プログラムの作成に取り組む。 

   

※グループのメンバーと協力する。 

 

 

 

 

 

９．作成したプログラムの説明をワークシートに

記入し、発表を行う。 

 

 

 

５．if～else構文のフローチャートとプロ

グラムについて、実習手引書を用いて

説明しワークシートに記入させる。 

６．例題４－３のプログラムを提示し、実

習手引書に沿ってプログラムを作成す

るように説明する。 

※机間指導により個別に支援を行う。 

７．例題４－３のプログラムの解説とワー

クシートの記入について確認する。 

８．開発タイム 

  課題４－３のプログラムを提示し、フ

ローチャートを作成した後に課題に取

り組むよう説明する。 

※机間指導により個別に支援を行う。 

 

 

 

 

 

９．作成したプログラムの説明をワークシー

トに記入させ、発表させる。 

 

 

 

・ワーク 

シート 

 

・提示用 

教材 

 

 

・実習手 

引書２ 

 
 

・Greenfoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーク

シート 

 

 

 

【思】 
行動 

観察 

ワーク

シート 

 
 

 

 

【知】 

課題 

作成 

ワーク

シート 

展 

開 

② 

 

35 

分 

 

 

 

10.プログラムの作成手順の説明を聞く。 

(1)課題の設定 

①if文を用いてできることを自分自身で考

え、付箋紙にアルゴリズムを書く。 

②考えたことやアイディアを、グループ内

で発表し、共有する。 

③コーディングできそうな考えやアイディ

アをまとめる。 

 

 

 

10.プログラムの作成手順の説明を行う。 

(1)課題の設定 

①if文を用いてできることを自分自身 

で考えさせる。 

②考えたことやアイディアをグループ 

で共有させる。 

③コーディングできそうな考えやアイ 

ディアをまとめさせる。 

 

 

 

・付箋紙 

 

・ワーク 

シート 

・アイディ

アシート 

 

 

【思】 
 

行動 

観察 

 

ワーク

シート 

 

展 

開 

② 

 

35 

分 

【留意点】 

・ブレーンストーミングの手法により、多く

のアイディアを出す。 

・付箋紙に記入したら、アイディアシートに

貼り付け、互いに発表し共有する。 

(2)情報の収集 

①アイディアが実現できるか、サンプルコ

ードから調べる。 

※アイディアがプログラミングできない場合

は、サンプルコードを用いてプログラミン

グに取り組む。 

(3)整理・分析 

①考えたプログラムのフローチャートをに 

記入し、処理手順を整理する。 

②サンプルコードを用いてコーディングを 

行う。 

③作成したプログラムの解説をワークシー 

トに記入する。 

④完成したプログラムを発表する。 

 

※コーディングの方法やプログラミング方法

は、実習手引書を読んで復習する。 

【留意点】 

・アルゴリズムは、フローチャートで表

現するよう指示する。 

・グループで出たアイディアについて、

全員が確認するよう指示する。 

(2)情報の収集 

①アイディアが実現できるか、サンプ 

ルコードから調べる。 

※机間指導により個別に支援を行う。 

※生徒の状況に応じて、一斉に説明を行    

  う。 

(3)整理・分析 

①フローチャートを作成することで、

処理手順を整理させる。 

②サンプルコードを用いてコーディン 

グするように説明する。 

③作成したプログラムの解説をワーク 

シートに記入させる。 

④プログラムが完成した生徒に、プロ 

グラムの内容を発表させる。 

※机間指導で個別に支援を行う。 

 

・付箋紙 

 

・ワーク 

シート 

 

・アイディ

アシート 

 

 

 

 

・ワーク 

シート

（サンプル  

コード） 
 

・Greenfoot 

 

 

【思】 
 

行動 

観察 

 

ワーク

シート 

 

 

 

【知】 
 

課題 

作成 

 

ワーク

シート 

ま 

と 

め 

10 

分 

11. 振り返りシートに、本時の振り返りと自己評

価を記入する。 

12．振り返りシートを記入しているか確認し、グ

ループでまとめて提出する。 

13．使用したUSBメモリや学習教材を片付ける。 

 

14. 次時の学習内容を聞き、確認する。 

15．身なりを整え、終了のあいさつをする。 

11. 振り返りシートに、本時の振り返りと

自己評価を記入させる。 

12．振り返りシートを記入しているか確認

させ、グループ単位で提出させる。 

13．使用したUSBメモリや学習教材を片付け

させる。 

14. 次時の学習内容を伝える。 

15．号令を指示し、終了のあいさつ。 

 

・ワーク 

シート 
（振り返り） 

 

 
 

 
行動 

観察 

 

ワーク

シート 

 

【学習のポイント】 

① if～else 構文の条件設定に、キーボードのキーを用いてプログラムを作

成させることで、条件設定の重要性や役割を理解させる。 

【目標１】 if～else構文を用いたプログラミングを理解する 

【目標２】 if～else構文を用いてコーディングし、プログラムを作成しよう！ 
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Ⅳ 仮説の検証 
  本研究では、科目「プログラミング」において、プログラミングに関する基礎的・基本的な知識と技

術の習得を図るために、実習手引書や提示用教材、ワークシートや振り返りシートの作成、協働学習を

用いた参加型授業を実践した。ワークシートや振り返りシートの記述内容及び、検証前・検証後のアン

ケートとテスト結果の分析、考察により検証を行う（表２）。 

 

検証内容 検証方法 

１ 実習教材の有効性について 
アンケート 

記述内容 

アンケートを実施し、実習手引書・ワークシート・振り返

りシート・提示用教材の有効性について分析し、考察する。 

２ 
プログラミングに関する基礎的・基

本的な知識や技術の習得について 

テスト 

アンケート 

検証前・検証後のテストとアンケートにより、知識や技術

の習得について分析し、考察する。 

３ 協働学習の有効性について 
アンケート 

授業の様子 

検証後のアンケートと、協働学習の実際の様子を分析し、

考察する。 

１ 実習教材の有効性について 

  (1) 実習手引書 

    対象生徒の 89％が「実習手引書はプログラミングの学

習に効果があった」と、肯定的に回答している（図 15）。

また、生徒の感想において「分かりやすい」「理解しやす

かった」などの肯定的な意見が多く見られたことから、

作成した実習手引書がプログラミングの学習に有効だっ

たと考える（表３）。 

 

 

 

 

 

(2) ワークシート・振り返りシート 

    対象生徒の 92％が「ワークシートと振り返りシートは

プログラミングの学習に効果があった」と、肯定的に回

答している（図 16）。また、生徒の感想において「復習す

ることができた」「分かることができる」などの肯定的な

意見が多く見られたことから、学習の到達点を示し、学

習内容をまとめ、学んだことを振り返る一連の学習活動

は有効だったと考える（表４）。 

 

    

 

 

 

(3) 提示用教材 

  対象の生徒全員が「提示用教材はプログラミングの学

習に効果があった」と、肯定的に回答をしている（図 17）。

また、提示用教材の生徒の感想において、「説明が見やす

い」「説明が分かりやすい」などの肯定的な意見が多く見

られた（表５）。提示用教材を用いることで、分かりやす

く授業の説明ができ、また実習等の指示を効率的に行う

ことで、学習内容の理解につながったと考える。 

 

 

 

 

表２ 検証内容と検証方法 

表３ 実習手引書について（生徒記述） 

・カラーで、画像で説明があって、問題を実習してみるときには分かりやすかった。 

・先生の説明についていけないときは、実習手引書を見て追いつけた。 

・関心のひきやすいゲームプログラミングを通してやったから、もっと知りたいと思った。 

・ゲーム感覚で学べた。  ・絵などを使ってやることで理解しやすかった。 

 

表４ ワークシート・振り返りシートについて（生徒記述） 

・キーボードで打って、プリントでも書くとより覚えやすかった。 

・ワークシートに書くことで、忘れにくくなったし、復習することができた。 

・今日一日、できたことを書くことは、自分ができたのかとか、できなかったのかも先生も自分も 

分かることができる。 

表５ 提示用教材について（生徒記述） 

・先生の説明が分かりやすかったし、自分なりの考えも出させるところがよかったです。 

・説明が見やすい。      ・１対１のように教えている感じで分かりやすかった。 

・スクリーンだけだと目が悪いから見えないけど、画面に出してくれると助かった。 

図 15 実習教材アンケート結果① 

図 16 実習教材アンケート結果② 

図 17 実習教材アンケート結果③ 
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２ プログラミングに関する基礎的・基本的な知識や技術の習得について 

  検証前と検証後のアンケートとテストにより、プログラミングに関する基礎的・基本的な知識や技

術が習得できたか検証する。  

(1) 検証前・検証後のアンケートによる考察 

   Greenfootを用いたプログラミング実習により、プログラミングに関する基礎的・基本的な知識 

が「習得できた」と生徒が実感しているか、検証前と検証後のアンケートを比較した結果、全ての 

項目において肯定的な回答が増加する結果となった（図 18）。 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、生徒が学習内容を理解できた理由の記述から「学習教材が有効であった」ことと、「学んだ

知識を活用したプログラミング実習」に効果があったことが分かる回答が見られた（表６）。 

 

 

 

 

  

よって、Greenfootを活用したプログラミング実習は、生徒がプログラミングに関する基礎的・ 

   基本的な知識や技術が習得できたと実感することに、一定の効果があったと考えられる。しかし、

一部の生徒から「難しかった」「あまり分からなかった」「プログラムを組むのが難しい」といった

意見もあることから、更なる学習教材の工夫・改善や、個々の能力に合わせた学習課題の設定、学

習教材の作成に取り組みたい。 

    次に、プログラミングに関する基礎的・基本的

な技術が習得できたかを考察する。検証前と検証

後のアンケート結果を比較すると、肯定的な回答

が増加していることが分かる（図 19）。特に「プロ

グラムが作成できる」と、肯定的に回答した生徒

が検証後は 87％と大幅に増加する結果となった。

そのため、Greenfootは Javaの学習に有効だった

と考える。また、検証前は 21％の生徒が「あては

まらない」と否定的な回答していたが、検証後に

は３％と減少した（図 19）。アンケート結果から、

検証前に「プログラミングが苦手」と感じていた

66％の生徒が、Greenfoot を用いてプログラムを

作成し、プログラムの内容を理解することで、徐々

にプログラミングができるようになったと思われ

る。そのため、Greenfoot を活用したプログラミ

ング実習は、プログラミングに関する基礎的・基

本的な技術の習得に効果があったと考える。 

表６ 学習内容を理解した理由について（生徒記述） 

・Greenfootを使って、簡単なプログラムを創れたから。 ・手引書がすごく参考になった。 

・Greenfootは絵で表していることもあり、分かりやすい。 

・ｉｆ～ｅｌｓｅ文を使うことができた。   ・プリントなどで学ぶ機会が多かったため。  

・自分の力で少しは出来るようになったから。 ・先生の説明が分かりやすかったからできた。 

図 18 基礎的・基本的な知識の習得のアンケート結果 

図 19 基礎的・基本的な技術の習得の検証 
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(2) 検証前・検証後のテストによる考察 

  検証前と検証後のテストでは、３つの基本制御

構造における「選択構造（if文）」と「繰り返し構

造（for文）」のプログラムを理解し、プログラム

を説明できるか、また「変数」や「フローチャー

ト」の基礎的な知識を習得しているかを検証する。 

  選択構造（if文）と繰り返し構造（for 文）の

プログラムに使用されている変数と、プログラム

の内容を記述する問題において、どちらも検証前

より正答率が増加する結果となった（図 20）。検

証前のテストでは、プログラムの役割や意味を説

明する問題に対して誤答や無答の生徒が多く、特

に繰り返し構造（for 文）を説明できる生徒がい

なかった。しかし検証後は、繰り返し構造を説明

できる生徒が 53％と大幅に増加する結果となっ

た。また、プログラムの内容を記述する問題にお

いて無答率が減少し、特に、繰り返し構造（for文）

の無答率が大幅に減少する結果となった（図 20）。

検証前は、テキストデータによる実行結果でプロ

グラムを確認していたが、Greenfoot により画像

の動きで実行結果を確認することで、プログラム

の内容を理解することができ、基礎的・基本的な

知識の習得に効果があったと考える。 

  次に、フローチャートとアルゴリズムの基本制

御構造の知識が習得できたかを検証する。検証前

と同じ問題を出題し、プログラムの流れを示すフ

ローチャートを理解し、流れ図記号に処理を記入

する内容である。検証前と検証後を比較すると、

すべての項目において正答率が増加していること

が分かる（図 21）。アルゴリズムを、フローチャー

トを用いて可視化し、ワークシートに記入する学

習活動を継続的に取り組むことで、処理手順やプ

ログラムの内容を理解することにつながり、アル

ゴリズムに関する基礎的・基本的な知識が習得で

きたと考える。全体的に正答率が増加した一方で

「条件判定」の問題において、正答率にあまり変

化がなかった。検証前は８人、検証後は 10人の生

徒が正答していたが、検証前と検証後ともに正答

した生徒は６人であった。正答率が検証前に比べ

て増加しなかったことと、同じ生徒が問題に正答

している状況から、基礎的・基本的な知識を図る

問題としては、少々レベルが高い問題であったと

考える。 

また、Scratch を用いた学習後に実施したテス

ト（10 月）と、Greenfoot を用いた学習後に実施

したテスト（11月）において、生徒Ａ、Ｂ、Ｃは

正答率が 20 ポイント以上増加する結果となった

（図 22）。生徒Ａは、プログラミングに興味・関心

は高いが、テストの点数は平均程度であった。生

徒Ｂは、プログラミングにあまり興味はないが、 

図 20 検証後のテスト結果の分析①  

図 21 検証後のテスト結果の分析②  

図 22 検証後のテスト結果の分析③  
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学習態度は良好な生徒である。生徒Ｃは、授業に対して消極的な様子が見られ、学習意欲が低い生

徒であった。生徒Ａ、Ｂ、Ｃの検証後のアンケートの回答に「楽しい」「分かりやすい」といった記

述が見られたことから、Scratch や Greenfoot を活用した学習により、プログラミングに興味・関

心を持ち、学習意欲が向上し、学習内容の理解につながったと考える。 

３ 協働学習の有効性について 

   プログラミングに関する基礎的・基本的な知識や技術の習得において、協働学習は有効だったか、

生徒のアンケートや検証授業の様子から考察する。 

   アンケートの結果より、ほとんどの生徒が肯定的な回答をしている（図 23）。その理由として、多

くの生徒が「教え合いができるから」「協力できるから」「みんなの考えが聞けるから」と回答してお

り、特に、プログラミングが苦手な生徒にとって協働学習は有効だったと考える（表７）。 

 

 

 

 

 

 

 

    

検証授業では、「ブレーンストーミング」の手法によりアルゴリズムを考え、フローチャートを用い

て可視化した（写真１）。その後、考えたアイディアをグループ内で共有し、他のグループと意見交換

を行うことで、「言語活動」の充実を図った（写真２、写真３）。考えたアイディアを実現できるか、

配布した「サンプルコード」から検討し、協力してプログラミングに取り組んだ（写真４）。プログラ

ミング実習において「ブレーンストーミング」や「言語活動」を取り入れることで、参加型授業の構

築ができたと考える。しかし、少数ではあるが「個人でやった方がよくなりそう」という意見もある

ことから、生徒の実態に合わせた学習指導の工夫に取り組む必要がある。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

検証の結果、Scratch と Greenfoot を活用した実習手引

書を作成し、協働学習を取り入れた授業を実践することで、

プログラミングに関する基礎的・基本的な知識や技術の習

得に効果があったと考える。また、検証後のアンケートに

おいて「達成感を味わうことができた」と肯定的に回答し

た生徒が、検証前に比べて 13ポイント増加する結果となっ

た（図 24）。「学んだ知識の活用」と「視覚的に理解できる」

プログラミング実習により、プログラミングを理解し、よ

り達成感を味わうことができたと考える。 

４ 作成した教材の活用について 

   作成した実習手引書は基礎的な内容となっているため、プログラミング学習の導入時期や、基礎的

な知識の習得を図る教材として活用していきたい。実習手引書１で、３つの基本制御構造や変数とい

ったアルゴリズムについて理解させ、実習手引書２により、プログラム言語を用いてプログラミング

を学べるよう、段階的に学習に取り組んでいく。具志川商業高等学校情報システム科は、１年間で Java

の学習に取り組んでおり、作成した教材を活用し、発展的な学習につなげるためには２年間で Javaを

学ぶ必要があると考える。今後作成した教材の活用方法について、所属校と調整していきたい。 

表７ 協働学習について（生徒記述） 

・みんなの意見をまとめることで、自分の分からない

所も分かるようになったから、グループ学習はとて

もいいと思った。 

・一人一人得意や苦手があるから、みんなで支え合え

ていたから良かった。 

・グループで取り組んだからクリアできた。 

 

写真２ 協働学習① 写真１ アイディアの記入 写真３ 協働学習② 写真４ 協働学習③ 

図 23 協働学習に関するアンケート結果 

図 24 達成感に関するアンケート結果  
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Ⅴ 成果と課題 

１ 成果 

(1) 実習手引書・実習教材の作成と有効性 

  科目「プログラミング」において、Javaやアルゴリズムを視覚的に学ぶことができる実習手引書

や、関連した実習教材を作成することができた。その教材の活用により、プログラミングに関する

基礎的・基本的な知識や技術の習得につながった。 

(2) プログラミング学習における協働学習の有効性 

  これまでの個々で学ぶ学習形態から、グループで学ぶ「協働学習」を取り入れることで、学習内

容の習得に効果があることが分かった。また、ブレーンストーミングや言語活動、学んだ知識の活

用を通したプログラミング実習等の取り組みにより、「参加型授業」を実践することができた。 

(3) 専門的知識・技術の習得 

  Javaの教材研究や、プログラミングの指導方法を研究することで、プログラミングに関する専門

性を高めることができた。今後も、継続して Javaや Greenfootの研究に取り組みたい。 

２ 課題 

(1) 実践的な実習手引書の作成 

  今回作成した実習手引書は、プログラミングの導入として学習する内容となっており、ある程度

知識が習得できている生徒にとっては、物足りなさを感じる教材である。今後、システム開発やソ

フトウェア開発などの発展的な学習につながる、より実践的な実習手引書の作成に取り組み、更な

る Javaの教材開発や研究に努める。 

(2) プログラミングが苦手な生徒への手立て 

  協働学習を用いることで、プログラミングが苦手な生徒に対して学習指導の工夫に取り組んでき

た。一方で「協働学習は必要ない」と考えている生徒や、苦手意識が特に高い生徒においては、学

習意欲の向上や知識の習得に十分に取り組むことができなかった。そのため、プログラミングが苦

手な生徒に対する個別の支援、学習指導の工夫が必要だと考える。   

(3) 生徒の実態に合わせた指導計画について 

  １年間で Javaの基礎を学び、発展的な学習につなげていくのは難しいと考える。そのため、２年

生から Javaの学習に取り組み、３年生で Javaの学習を深め、習得した知識を活用したアプリケー

ションの開発などが実践できる学習計画や、年間指導計画の作成が必要だと考える。今後所属校と

連携し、検討していきたい。 
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