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総合的な学習の時間における小学校プログラミング教育の動向

川崎　弘作

　本稿では，総合的な学習の時間における小学校プログラミング教育に関する国内の先行研
究を収集・整理し，研究の成果や課題を明らかにすることを目的とした。まず，収集したプ
ログラミング教育に関する先行研究を「実践研究」，「調査研究（教員）」，「教員養成・教師
教育研究」，「実践・研究動向研究」，「システム開発研究」，「意義研究」の6観点に分類した。
そして，とりわけ「実践研究」，「調査研究（教員）」，「教員養成・教師教育研究」の3観点
に着目し，それぞれの成果や課題を明らかにした。また，プログラミングに関する知識・技
能やプログラミング的思考といった児童・生徒の実態について調査を行っている研究，いわ
ゆる「調査研究（児童・生徒）」に分類される研究がみられないことも課題として明らかになっ
た。
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Ⅰ．研究の目的
　我々は，センサーやプログラムによって動く機械
に囲まれて生活している。例えば，コンビニエンス
ストア一つをとっても，自動ドア，レジ，エアコン，
冷蔵庫等，数多く挙げることができるだろう。また，
近年注目を集めている人工知能（AI）やロボット，
車の自動運転技術等の先端技術が高度化して，あら
ゆる場面にとり入れられはじめ，人々の生活を支え
ている。このような時代の転換期となることが想定
される「超スマート社会」，いわゆるSociety 5.0を
迎える現代では，新たな教育目標，内容，方法の導
入・検討が求められている。本稿はその一つとして
挙げられるプログラミング教育に着目する。
　文部科学省に設置された「小学校段階における論
理的思考力や創造性，問題解決能力等の育成とプロ
グラミング教育に関する有識者会議」は，2016年
６月に「小学校段階におけるプログラミング教育の
在り方について（議論の取りまとめ）」1）を公表した。
その中で，「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指示するこ
とができるということを体験させながら，発達の段
階に即して，次のような資質・能力を育成するもの
であると考えられる」と示されている。そして，資

質・能力の三つの柱と対応させる形で，知識・技能
は「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・表現力等は「発達の段
階に即して，「プログラミング的思考」を育成する
こと」，学びに向かう力・人間性等は「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」
と整理された。なお，こ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」とされている。
　そして，この議論の取りまとめの内容は，2016年
12月に文部科学省より公表された中央教育審議会
の「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支
援学校の学習指導要領等の改善及び方策等について
（答申）」2）に引き継がれ，新学習指導要領は作成さ
れた（長谷川，2018）。このため，2020年度からの
新学習指導要領の実施に伴い，全国の小学校で一斉
にプログラミング教育が実施されることとなった。
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　このように，国内のプログラミング教育界にとっ
て2020年度は大きな節目となる。このため，現在，
多くの学校現場では，プログラミング教育について
どのような授業を行えばよいか，どのような研修を
行えばよいか等についての資料を必要としていると
考えられる。また，2020年度以降，全国的に多く
の実践，調査等が行われるため，今後，これまでと
は質・量ともに異なるデータが蓄積されていくこと
が想定される。以上のことから，現在はプログラミ
ング教育に関わる2020年までの研究成果を整理す
る適当な時期であると考えられる。
　以上を踏まえ，本研究では，プログラミング教育
に関する国内の先行研究を収集・整理し，研究の成
果や課題を明らかにすることを目的とする。
　なお，本研究が着目するのは，小学校の総合的な
学習の時間におけるプログラミング教育である。こ
れは，中学校以上であれば情報教育を専門とする技
術科教員等が授業を実施するのに対し，小学校では
特に本分野に関する専門性を持たない教員が授業を
実施する可能性が高いため，小学校の研究成果に関
わる情報の方がより需要が高いと考えたためであ
る。また，平成29年告示小学校学習指導要領解説
総則編には，児童がプログラミングを体験する教科
として，算数科，理科，総合的な学習の時間等が挙
げられている（文部科学省，2017，p.86）が，算数
科や理科では，プログラミング教育を行うことに時
間的な制約があることや，あくまで教科の目標を達
成することに主眼が置かれている。このため，プロ
グラミング教育の目標を達成することを主眼とした
取り組みに着目するためには，総合的な学習の時間
に焦点化した方が適当であると考えたためである。

Ⅱ．小学校プログラミング教育研究の収集
　本章では，小学校プログラミング教育に関する国
内の先行研究の収集及び内容整理を行う。

１．論文の収集対象と検索基準
　小学校プログラミング教育に関する先行研究の収
集及び内容整理の観点にあたっては，中村・雲財・
松浦（2018）の手順を参考にした。具体的にはオン
ラインデータベースを利用した検索による論文の収
集を行った。検索のキーワードとして「総合的な学
習の時間 AND プログラミング」とし，査読付きの
論文を対象に全文検索を行った。このようにキー
ワードとして「プログラミング教育」ではなく「プ
ログラミング」としたのは，「プログラミング教育」
に加え，学習者を主語とした場合の「プログラミン
グ学習」をキーワードとしている先行研究も収集で

きると考えたためである。実際の論文検索において
は，科学技術振興機構が運営する「J-STAGE」を
用いて，2021年１月７日に実施した。
　以上の手続きにより収集された論文は86件であっ
た。その後，総合的な学習の時間における小学校プ
ログラミング教育に関わる研究であることを基準と
し，論文の選定を行った。具体的には，理科，家庭
科等，総合的な学習の時間以外の教科におけるプロ
グラミング教育であるもの，中・高等学校を対象と
したもの等を除外した。その結果，最終的に抽出さ
れた論文は22件であった。なお，抽出された論文
が掲載されている学術論文誌は表１の通りであっ
た。

表１　収集された学術論文誌

論文誌名 数
日本教育工学会論文誌 7
教育情報研究 6
日本産業技術教育学会誌 3
教育システム情報学会誌 2
科学教育研究 1
コンピュータ＆エデュケーション 1
知能と情報 1
教育メディア研究 1

２．収集した論文の分類
　収集した論文について，研究の目的に着目し，帰
納的に分類を行った。その結果，「実践研究」（９件），
「調査研究（教員）」（５件），「教員養成・教師教育
研究」（３件），「実践・研究動向研究」（３件），「シ
ステム開発研究」（１件），「意義研究」（１件）の６
観点に分類できた。「実践研究」は，小学生を対象
に授業実践および効果の検証を行っている研究が該
当する。「調査研究（教員）」は，プログラミング教
育に関わる教員の認識等について調査を行っている
研究が該当する。「教員養成・教師教育研究」は，
プログラミング教育を実践するための教員養成や教
員研修に関わる研究が該当する。「実践・研究動向
研究」は，プログラミング教育が導入される経緯や
課題について考察している研究が該当する。「シス
テム開発研究」は，プログラミング教育を行う上で
使用されるシステムを開発している研究が該当す
る。「意義研究」は，プログラミング教育の教育的
意義について考察している研究が該当する。
　なお，本研究ではこれら６観点のうち，前述のプ
ログラミング教育についてどのような授業を行えば
よいか，どのような研修を行えばよいか等について
の情報と関連性が強いと考えられる「実践研究」，「調
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査研究（教員）」，「教員養成・教師教育研究」に着
目し，研究の成果と課題を整理する。

Ⅲ．結果と考察
　前章において収集，分類した論文について，順に
前述の3観点における研究成果や課題を具体的な研
究事例を挙げながら考察する。

１．実践研究
　本観点に分類された論文９件を，年代の古いもの
から順に表２に示す。表２において，「学年」，「時数」，
「主な教材」，「効果の検証の主な視点」を設定した
理由は次の通りである。前述したように，本研究は
学校現場の教員がプログラミング教育を実践する際
の資料としての利用も期待している。このため，自
身の受け持つ学年において実施可能であるか（学

年），想定している時数内に実施可能であるか（時
数），校内にある教材や準備可能な教材であるか（主
な教材）に関わる観点を基礎情報として設定した。
また，プログラミング教育による教育的効果に着目
することは，プログラミング教育に関わる実践の課
題を焦点化することに繋がると考えられるため「効
果の検証の主な視点」を設定した。
　まず，学年については，３年生１件，４年生２件，
５年生１件，６年生６件となっており，小学６年生
を対象にした実践が最も多いことがわかる。
　次に，時数については，平均9.4時間であるが，
最小値は３時間，最大値は20時間とその範囲は大
きい。とりわけ５時間以内での実践を行っている研
究が多いのは，プログラミング教育を行う指導時数
の確保が難しいことを理由に，短時間で行うことが
可能な単元を開発することを目的とした研究が複数

表２　実践研究に分類された論文

文献 学年 時数 主な教材 効果の検証の主な視点

山本・薮田（2016） 5・6 20 Scratch ・プログラミング学習に関する意識
・情報活用の実践力に関する意識

山本ら（2017） 4 4
Sphero

Tickle

・授業の楽しさ
・プログラムに関する興味・関心
・プログラムに関する知識
・プログラムに関する難易度
・プログラムの有用性
・今後の学習への意欲

阪東ら（2017） 6 4 PIC-GPE組込
LED発光教材

・集中度
・わかりやすさ
・楽しさ
・理解度
・道具の面白さ
・詳しく知りたい（プログラミング）
・情報科学の観点からの順次・分岐・反復処理
・情報技術の観点からの順次・分岐・反復処理

宮本・河野（2018） 6 5 Scratch ・情報科学の観点からの順次・分岐・反復処理

黒田・森山（2019） 3 15 レゴ® WeDo2.0
・プログラミングに関する意識
・批判的思考態度
・創造的態度
・プログラミングの思考過程に対する内省

山本・堀田（2020a） 6 8 Scratch ・プログラミングに関する意識
林ら（2020） 4 3 micro:bit −

伊藤・長谷川（2020） 6 13

うきうきロボッ
トプログラミン
グセット

Tickle

・ 家電製品にコンピュータが組み込まれたこと
による家庭生活の変化等についての理解
・コンピュータと自分たちとの関わり方
・コンピュータの活用等に関する意識
・総合的な学習の時間としての意識

山本ら（2020a） 6 13 MESH

・わかりやすさ
・とりかかりやすさ
・創意工夫
・有用感
・情報活用の実践力に関する意識
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行われている（山本・鈴木・岳野・鹿野，2017；宮
本・河野，2018）ことも影響しているだろう。
　実践に使用されている主な教材については，
Scratchが３件みられるものの，大きな偏りはみら
れない。なお，Scratchとは，MITメディアラボが
開発したプログラミング言語であり，部品を組み合
わせてプログラムを作成することが可能であり，学
習成果としてプログラムをWeb上で共有すること
が可能であることが特徴として挙げられている（山
本・薮田，2016）。これらの教材の整理については，
山本・鈴木・吉澤（2019）が参考になる。山本ら（2019）
は小学生向けプログラミング教材を，まず，タブレッ
トやPCを活用してプログラミングするものと，タ
ブレットやPCを活用しないで（実機を活用して）
プログラミングするものに分類している。さらに，
プログラミングの結果を画面で動作・確認するもの
と，外部機器を動作させ確認するものの４つの観点
で分類している。この４つの観点に表２の主な「主
な教材」をあてはめると図１のように表すことがで
きる。

出力（実機）

出力（画面）

入力
（画面）

入力
（実機）

山本ら（2017），阪東ら（2017）
黒田・森山（2019），林ら（2020）
伊藤・長谷川（2020）山本ら（2020a）

山本・薮田（2016）
宮本・河野（2018）
山本・堀田（2020a），

図１　先行研究における主な教材

　前述したように，使用されている教材に大きな偏
りはみられないものの，図１よりタブレットやPC
を活用してプログラミングし（入力（画面）），外部
機器を動作させ確認するもの（出力（実機））に該
当する教材が多い傾向がみられる。以上が，実践研
究に分類された研究の基礎情報である。以降，各研
究を順に紹介する。
　山本・薮田（2016）は，小学校ではプログラミン
グ教育に関する専門的な知識を持つ人材が少ないこ
とを理由に，同一地域内の中学校技術科教員との協
力が必要であることを主張し，小学校教員と中学校
技術科教員との共同指導の有効性を検証している。
また，プログラミング教育を実施する上で，どのよ
うな学習課題を設定すればよいかの検討が不十分で
あることから，練習課題型と相手設定型を組み合わ

せた段階的な課題設定を提案した。練習課題型では，
教師が課題を提示し，その課題に沿ってプログラム
を作成して練習を深めることを狙いとしている。相
手設定型では，プログラムを提示する相手を設定し
て，その相手に対応しながらプログラムを作成する
ことになっている。なお，本研究において児童が設
定した相手設定型の課題では，Scratchを利用して，
小学４年生や中学生に公開するプログラムとして，
クイズ・なぞなぞや迷路等を作成している。
　山本ら（2017）は，プログラミング教育の指導時
数の確保が難しいこと，学習に対する興味・関心は
高いが，学習意欲の持続が難しいこと等といった先
行研究の課題から，全４時間のゲーム感覚で課題を
クリアする授業を計画，実施している。本実践によ
り，学習意欲についての効果は統計的には認められ
なかったが，全４時間という少ない時間設定におい
ても，プログラムに関する難易度に関する意識が有
意に低下する等，プログラムに対する理解に一定の
効果があったことを報告している。
　阪東・川島・菊地・加部・森山（2017）は，プロ
グラミング的思考に寄与する教育について，新たに
評価方法の構築，検討を行う必要があることを述べ，
アルゴリズムの３要素（順次処理・分岐処理・反復
処理）の理解を主体とした授業を行っている。そし
て，情報科学の観点から目的に照らして処理全体の
流れを論理的に構成する能力，情報技術の観点から
構想した処理の流れをプログラムとして具現化する
能力をそれぞれ評価している。この評価方法により，
小学６年生の児童は順次処理によるプログラミング
は十分に適応できるが，反復処理，分岐処理につい
ては困難を示すこと，情報科学の理解が情報技術の
理解に先行して起こること等を明らかにした。そし
て，これらの知見から，反復処理，分岐処理につい
ては段階的な指導が必要であること，小学校のプロ
グラミング教育では，まずはアルゴリズム学習を進
め，情報科学の理解が進んだ後に，情報技術の学習
を深めることを推奨している。
　宮本・河野（2018）は，山本ら（2017）と同様，
短時間でのプログラミング教育が必要であるとの立
場から，５時間からなる実践を行っている。そして，
アルゴリズムの３要素である順次処理・分岐処理・
反復処理について情報科学の観点から効果の検証を
行っている。その結果，阪東ら（2017）と同様に，
分岐処理について課題がみられる一方で，阪東ら
（2017）とは異なり，反復処理については児童に大
きな困難はみられなかったことを報告している。
　黒田・森山（2019）は，先行研究における課題と
して，体系的なプログラミング教育における小学校
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プログラミング教育の位置づけがあまり意識されて
いないため，技術リテラシー育成の観点から児童の
問題解決能力を高めるという視点が弱いという点を
挙げた。加えて，小学校プログラミング教育におけ
る学習活動が今後の社会において必要とされる汎用
的な資質・能力の形成に果たす役割が定かではない
という点も挙げている。このため，前者の課題につ
いては，小学３，４年生では教師によって提示され
た日常生活の問題を題材とした学習，小学５，６年
生では教師によって提示された社会的な問題を題材
とした学習，そして，中学校では，生徒が自ら生活
や社会の中から問題を見いだし，課題を設定し，解
決を図る学習，というような体系を提案し，小学３
年生を対象にした実践を行っている。後者の課題に
ついては，この実践の効果を汎用的な資質・能力の
形成という観点から評価することを試みている。具
体的には，批判的思考，創造的態度に着目し，プロ
グラミングの思考によってこれらが向上することを
明らかにしている。
　山本・堀田（2020a）は，ペアプログラミングに
着目し，研究を行っている。ペアプログラミングと
は，２人１組のペアになって学習する方法であり，
一人がドライバーとしてコーディングを行い，もう
一人がナビゲーターとして適切なコーディングを促
すようにし，その役割を随時交替してペアで課題達
成を図るものである。そして，実践を行った結果，
ペアプログラミングは児童の学習を促進させること
を明らかにした。
　林・島田・三崎（2020）は，このペアプログラミ
ングでは，児童が課題達成におけるプロセスでつま
ずきの解決に失敗すると，課題達成にかかる時間が
長くなり，学習効率が落ちるという課題がみられる
ことに着目している。そして，ペアプログラミング
に加え，ペア以外の学習者と情報交換を行うことを
促すことで児童の課題達成時間の短縮や学習効率の
向上に繋がることを明らかにした。
　伊藤・長谷川（2020）は，プログラミングの内容
が児童にとって興味・関心・意欲を持って取り組め
るものであるか，その体験が探究的な学習の仮定に
位置づけられるものであるかについて特に焦点化
し，「わたしたちのくらしとコンピュータ」という
単元開発を行っている。
　山本・城井・堀田（2020a）は，IoT教材を用い，
山本・薮田（2016）を参考に，練習課題型，相手設
定型を段階的に設定した授業実践を行っている。そ
して，このような学習は，プログラミングに関する
動機づけが高まること，児童が身近な生活の問題解
決に目を向けることに繋がることを明らかにしてい

る。
　以上が，実践研究に分類された研究の概要である。
これらの実践研究について，次のような成果と課題
を挙げることができる。
　まず，成果として第一に，児童に取り組ませる学
習課題の有用な設定の仕方として，練習課題型と相
手設定型を段階的に設定するということが挙げられ
る。この有用性については，山本・薮田（2016）や
山本ら（2020a）の知見から，児童が能動的に学習
を進めることや，情報活用の実践力向上につながる
こと等が挙げられている。しかしながら，これらの
実践については，それぞれ20時間，13時間という
時数を必要としており，相対的に時間を必要とする
実践であることは課題の一つとして挙げられる。
　第二として，プログラミング教育の有用な学習形
態としてペアプログラミングや，ペア以外の学習者
と交流させる形態が挙げられる。これらの他者との
交流による学習は，児童の学習の促進（山本・堀田，
2020a）や，課題達成におけるつまずきの解消（林ら，
2020）に有効に働くことが明らかになっている。
　次に，課題として第一に，プログラミング教育の
学習効果について，十分に検証されているとはいえ
ないことを挙げることができる。表２に示すように，
効果の検証の主な視点は，プログラミングについて
のわかりやすさ，理解度，楽しさ，興味・関心といっ
たプログラミングについての意識調査が最も多い。
これらは，プログラミング教育の教育効果というよ
りはむしろ，プログラミング教育が当該児童に実施
可能かという視点で検証が行われているといえる。
一方，とりわけ，プログラミング教育の重要な教育
目標であるプログラミング的思考の育成について
は，阪東ら（2017），宮本・河野（2018）が情報科
学の観点からの順次・分岐・反復処理に着目してい
るが，体系的な研究が行われているとはいえず，研
究成果が蓄積されているとはいえない。その根拠の
一つとして，アルゴリズムの３要素（順次処理・分
岐処理・反復処理）のうち反復処理について，阪東
ら（2017）は児童が困難を示すという結果を示して
いるものの，宮本・河野（2018）においては，困難
がみられなかったと報告している。その他，批判的
思考，創造的態度といった汎用的な資質・能力に着
目したものもみられるが（黒田・森山，2019），そ
の数は少ない。
　第二に，プログラミング教育が小学校教育におい
て体系的に位置づけられていないという点を挙げる
ことができる。このことについて，黒田・森山（2019）
は，小学３，４年生では教師によって提示された日
常生活の問題を題材とした学習，小学５，６年生で
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行われている（山本・鈴木・岳野・鹿野，2017；宮
本・河野，2018）ことも影響しているだろう。
　実践に使用されている主な教材については，
Scratchが３件みられるものの，大きな偏りはみら
れない。なお，Scratchとは，MITメディアラボが
開発したプログラミング言語であり，部品を組み合
わせてプログラムを作成することが可能であり，学
習成果としてプログラムをWeb上で共有すること
が可能であることが特徴として挙げられている（山
本・薮田，2016）。これらの教材の整理については，
山本・鈴木・吉澤（2019）が参考になる。山本ら（2019）
は小学生向けプログラミング教材を，まず，タブレッ
トやPCを活用してプログラミングするものと，タ
ブレットやPCを活用しないで（実機を活用して）
プログラミングするものに分類している。さらに，
プログラミングの結果を画面で動作・確認するもの
と，外部機器を動作させ確認するものの４つの観点
で分類している。この４つの観点に表２の主な「主
な教材」をあてはめると図１のように表すことがで
きる。

出力（実機）

出力（画面）

入力
（画面）

入力
（実機）

山本ら（2017），阪東ら（2017）
黒田・森山（2019），林ら（2020）
伊藤・長谷川（2020）山本ら（2020a）

山本・薮田（2016）
宮本・河野（2018）
山本・堀田（2020a），

図１　先行研究における主な教材

　前述したように，使用されている教材に大きな偏
りはみられないものの，図１よりタブレットやPC
を活用してプログラミングし（入力（画面）），外部
機器を動作させ確認するもの（出力（実機））に該
当する教材が多い傾向がみられる。以上が，実践研
究に分類された研究の基礎情報である。以降，各研
究を順に紹介する。
　山本・薮田（2016）は，小学校ではプログラミン
グ教育に関する専門的な知識を持つ人材が少ないこ
とを理由に，同一地域内の中学校技術科教員との協
力が必要であることを主張し，小学校教員と中学校
技術科教員との共同指導の有効性を検証している。
また，プログラミング教育を実施する上で，どのよ
うな学習課題を設定すればよいかの検討が不十分で
あることから，練習課題型と相手設定型を組み合わ

せた段階的な課題設定を提案した。練習課題型では，
教師が課題を提示し，その課題に沿ってプログラム
を作成して練習を深めることを狙いとしている。相
手設定型では，プログラムを提示する相手を設定し
て，その相手に対応しながらプログラムを作成する
ことになっている。なお，本研究において児童が設
定した相手設定型の課題では，Scratchを利用して，
小学４年生や中学生に公開するプログラムとして，
クイズ・なぞなぞや迷路等を作成している。
　山本ら（2017）は，プログラミング教育の指導時
数の確保が難しいこと，学習に対する興味・関心は
高いが，学習意欲の持続が難しいこと等といった先
行研究の課題から，全４時間のゲーム感覚で課題を
クリアする授業を計画，実施している。本実践によ
り，学習意欲についての効果は統計的には認められ
なかったが，全４時間という少ない時間設定におい
ても，プログラムに関する難易度に関する意識が有
意に低下する等，プログラムに対する理解に一定の
効果があったことを報告している。
　阪東・川島・菊地・加部・森山（2017）は，プロ
グラミング的思考に寄与する教育について，新たに
評価方法の構築，検討を行う必要があることを述べ，
アルゴリズムの３要素（順次処理・分岐処理・反復
処理）の理解を主体とした授業を行っている。そし
て，情報科学の観点から目的に照らして処理全体の
流れを論理的に構成する能力，情報技術の観点から
構想した処理の流れをプログラムとして具現化する
能力をそれぞれ評価している。この評価方法により，
小学６年生の児童は順次処理によるプログラミング
は十分に適応できるが，反復処理，分岐処理につい
ては困難を示すこと，情報科学の理解が情報技術の
理解に先行して起こること等を明らかにした。そし
て，これらの知見から，反復処理，分岐処理につい
ては段階的な指導が必要であること，小学校のプロ
グラミング教育では，まずはアルゴリズム学習を進
め，情報科学の理解が進んだ後に，情報技術の学習
を深めることを推奨している。
　宮本・河野（2018）は，山本ら（2017）と同様，
短時間でのプログラミング教育が必要であるとの立
場から，５時間からなる実践を行っている。そして，
アルゴリズムの３要素である順次処理・分岐処理・
反復処理について情報科学の観点から効果の検証を
行っている。その結果，阪東ら（2017）と同様に，
分岐処理について課題がみられる一方で，阪東ら
（2017）とは異なり，反復処理については児童に大
きな困難はみられなかったことを報告している。
　黒田・森山（2019）は，先行研究における課題と
して，体系的なプログラミング教育における小学校
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は教師によって提示された社会的な問題を題材とし
た学習といったような位置づけを提案している。こ
のような位置づけもプログラミング教育の体系化の
一つの視点として有用であると考えられる。しかし
ながら，他の教科にもみられるように，カリキュラ
ムを構成する際には，子どもが取り組む学習問題の
発達だけではなく，子どもの資質・能力の発達の観
点から体系化されたカリキュラムを提案することも
重要であろう。加えて，体系化されたプログラミン
グ教育を行う中で，子どもの資質・能力がどのよう
に発達していくか，その姿を記述，分析し，その課
題を改善するといった研究も今後必要になってくる
と考えられる。

３．調査研究（教員）
　本観点に分類された論文５件を，年代の古いもの
から順に表３に示す。以降，各研究を順に紹介する。
　黒田・森山（2017）は，プログラミング教育に対
する課題意識，教員研修のニーズを中心に，2016
年に国公立小学校108校，522名を対象とした大規
模な調査を行った。その結果，プログラミング教育
に対する課題意識の程度として，95％を超える教員
が「かなりある」あるいは「ある」と回答している
こと，その課題意識の主な内容として「プログラミ
ング教育に関する知識・理解が不足していること」
「プログラミング教育に配当できる授業時数が足り
ない」ことを挙げていることを明らかにした。また，
教員研修等で入手を希望する情報として，「モデル
授業の実践事例集」や「モデル授業で使用されたソ
フトウェア」が上位に挙がることも示している。そ
して，これらプログラミング教育に対する課題意識，
教員研修のニーズをクロス集計し，各課題意識を
持っている教員はどのような教員研修のニーズを
持っているかについて分析，報告している。
　黒田・森山（2018）は，教員自身がプログラミン

グ教育の必要性を感じにくいことを課題とし，プロ
グラミング教育の意義を感じるために必要な要因
（意義形成要因）を明らかにしている。具体的には，
意義形成要因として，プログラミング教育の背景と
なる社会観，プログラミング教育の目標（育成する
資質・能力）に対する適切さの認識を想定し，これ
らがプログラミング教育の意義の感じ方にどのよう
な影響を及ぼすかを検討している。その結果，「コ
ンピュータがどのような仕組みで動いているのか知
ることは大切だ」，「今後の社会において，コンピュー
タを作業の効率化を図るために使うより，創造的な
活動に使うことの方が重要になる」等の背景となる
社会観や，「モデル化や趣味レーションができるよ
うに，データを変数として扱えるようにする力」，「プ
ログラミング的思考力」等のプログラミング教育の
目標の意識が小学校教員のプログラミング教育に対
する意義形成に寄与していることを明らかにした。
　山本・堀田（2020b）は，プログラミング教育を
導入する際の阻害要因と促進要因を検討している。
具体的には，まず阻害要因として「教材等の不足」，
「格差の認識」，「ICT活用の抵抗感」，促進要因とし
て「推進体制」，「情報提供」，「人的支援」を因子と
して抽出した。そして，これらの因子間の関係を分
析したところ，促進要因の３因子が関連し合い，「情
報提供」から阻害要因の「教材等の不足」に，「人
的支援」から阻害要因の「ICT活用の抵抗感」に，「教
材等の不足」と「ICTの活用の抵抗感」が改善され
ることで「格差の認識」の解消につながる関係にあ
ることを明らかにした。
　楠見・西川・齊藤・栗山（2020）は，小・中学校
教員を対象に，プログラミング教育の授業実践に対
する意欲についての阻害要因と促進要因を検討して
いる。その結果，促進要因として，高いプログラミ
ングスキルは，人−AIの協働社会への肯定的認知
に影響し，学習効果への期待を高め，授業実践に対

表３　調査研究（教員）に分類された論文

文献 対象 調査の主な視点

黒田・森山（2017） 小学校教員 ・プログラミング教育の課題意識
・プログラミング教育の研修ニーズ

黒田・森山（2018） 小学校教員
・プログラミング教育の背景となる社会観
・プログラミング教育の目標に対する適切さに関する意識
・プログラミング教育の意義の感じ方

山本・堀田（2020b） 小学校教員 ・プログラミング教育導入のための阻害要因
・プログラミング教育導入のための促進要因

楠見ら（2020） 小・中学校
教員

・プログラミング教育に対する意欲の阻害要因
・プログラミング教育に対する意欲の促進要因

山本ら（2020b） 小学校教員 ・熟達した教員はプログラミング教育をどのように推進するか
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する意欲を向上させる。一方，阻害要因として，特
に小学校教員においては，低いプログラミングスキ
ルが，コンピュータ不安やプログラミング能力の固
定的マインドセットを介して，教育実践に対する意
欲を低下させることを明らかにしている。
　山本・三井・木村・大久保・堀田（2020b）は，
情報教育に熟達する教師の個人別態度の構造を分析
し，各教師がどのようにプログラミング教育を推進
しているかについて明らかにした。その結果，小学
校プログラミング教育の目標や必要性を意識し，授
業の目標や内容について周囲の理解が得られるよう
に意識していること，プログラミング教育の授業を
他の教師に依頼するのではなく，自らの実践によっ
て授業を公開し，周囲の教師に働きかけようとする
ことを明らかにした。
　以上が，調査研究（教員）に分類された研究の概
要である。これらの調査研究（教員）について，次
のような成果と課題を挙げることができる。
　まず，成果として，これらの研究において，小学
校教員のプログラミング教育に対する課題意識や研
修ニーズ（黒田・森山，2017），プログラミング教
育に関わる促進要因と阻害要因（黒田・森山，
2018；山本・堀田，2020b；楠見ら，2020），プログ
ラミング教育の推進に関する具体的方策の様相（山
本ら，2020b）を明らかにしているといえる。これ
らの研究成果は，教員研修のあり方や学校，教員へ
の支援の体制等について検討する上で重要な情報と
なり得るだろう。
　一方，課題として，これらのデータや研究成果は，
全国の小学校にプログラミング教育が導入されるこ
ととなった2020年度以前のものである。このため，
現在までの間に多くの研修が各自治体，学校，個人
単位で行われており，とりわけ，プログラミング教
育に対する課題意識や研修ニーズ等については，多
少なりとも現在と様相が異なっていることが想定さ
れる。このことから，今後は，プログラミング教育
導入後の実態調査等についての研究が必要となって
くると考えられる。

４．教員養成・教師教育研究
　本観点に分類された論文３件を，年代の古いもの
から順に表４に示す。以降，各研究を順に紹介する。
　金塚・山本・本村（2009）は，基本的なプログラ
ミング技術を身につけた大学生は，小学生を対象と
してプログラミング指導を行うことで，これまで学
習したプログラミングの知識や技能がどの程度習得
できたかを把握する実践報告を行っている。また，
この中で，基本的なプログラミング技術を身につけ
た学生は，プログラミング教育の実践をある程度行
うことができることも明らかにした。
　山本・鈴木・吉澤（2019）は，情報教育担当教員
に対して，プログラミング教材に関する研修を行っ
ている。そして，プログラミング教育の必要性や実
践事例の紹介，各種教材を活用した実習を中心とし
た研修を行った結果，プログラミング教育に対する
肯定的な感想が得られた一方で，適切な教材の確保
や，指導を支援するための事例集，実践する時間の
確保等，学習環境を整える必要があるといった意見
も得られた。
　山本・佐藤・礒川・遠藤・堀田（2020c）は，小
学校教員養成課程の大学生を対象に，IoT教材を活
用した小学校６年理科の授業を体験させ，映像教材
を視聴させる授業との比較を通じて，小学校プログ
ラミング授業への動機付けや授業目標を大学生がど
のように理解したかを検証している。その結果，
IoT教材の活用がプログラミングへの動機付けに有
効であり，プログラミング教育の目標理解を深化さ
せることにつながる可能性があることを明らかにし
ている。
　以上が，教員養成・教師教育研究に分類された研
究の概要である。これらの教員養成・教師教育研究
について，次のような成果と課題を挙げることがで
きる。
　まず，成果として，大学生は映像教材等だけでな
く，IoT教材といった具体的な教材を通して学ぶこ
とや，基礎的なプログラミング技術を身につけるこ
とは授業を構成，実施する上で重要な役割を果たす

表４　教員養成・教師教育研究に分類された論文

文献 対象 主な提案・成果の視点

金塚ら（2009） 大学生 ・ 基本的なプログラミング技術を身につけた大学生が，小学生を
対象に指導する授業過程の提案

山本ら（2019） 情報教育担当
小学校教員

・情報教育担当教員に対するプログラミング教材に関する研修
・プログラミング教材に対する教育効果，活用場面に対する調査
・指導する際の基本的な知見の抽出

山本ら（2020c） 大学生 ・ IoT教材を活用した小学校６年理科の授業の体験が，プログラ
ミング教育での動機づけや目標理解の深化に及ぼす効果
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は教師によって提示された社会的な問題を題材とし
た学習といったような位置づけを提案している。こ
のような位置づけもプログラミング教育の体系化の
一つの視点として有用であると考えられる。しかし
ながら，他の教科にもみられるように，カリキュラ
ムを構成する際には，子どもが取り組む学習問題の
発達だけではなく，子どもの資質・能力の発達の観
点から体系化されたカリキュラムを提案することも
重要であろう。加えて，体系化されたプログラミン
グ教育を行う中で，子どもの資質・能力がどのよう
に発達していくか，その姿を記述，分析し，その課
題を改善するといった研究も今後必要になってくる
と考えられる。

３．調査研究（教員）
　本観点に分類された論文５件を，年代の古いもの
から順に表３に示す。以降，各研究を順に紹介する。
　黒田・森山（2017）は，プログラミング教育に対
する課題意識，教員研修のニーズを中心に，2016
年に国公立小学校108校，522名を対象とした大規
模な調査を行った。その結果，プログラミング教育
に対する課題意識の程度として，95％を超える教員
が「かなりある」あるいは「ある」と回答している
こと，その課題意識の主な内容として「プログラミ
ング教育に関する知識・理解が不足していること」
「プログラミング教育に配当できる授業時数が足り
ない」ことを挙げていることを明らかにした。また，
教員研修等で入手を希望する情報として，「モデル
授業の実践事例集」や「モデル授業で使用されたソ
フトウェア」が上位に挙がることも示している。そ
して，これらプログラミング教育に対する課題意識，
教員研修のニーズをクロス集計し，各課題意識を
持っている教員はどのような教員研修のニーズを
持っているかについて分析，報告している。
　黒田・森山（2018）は，教員自身がプログラミン

グ教育の必要性を感じにくいことを課題とし，プロ
グラミング教育の意義を感じるために必要な要因
（意義形成要因）を明らかにしている。具体的には，
意義形成要因として，プログラミング教育の背景と
なる社会観，プログラミング教育の目標（育成する
資質・能力）に対する適切さの認識を想定し，これ
らがプログラミング教育の意義の感じ方にどのよう
な影響を及ぼすかを検討している。その結果，「コ
ンピュータがどのような仕組みで動いているのか知
ることは大切だ」，「今後の社会において，コンピュー
タを作業の効率化を図るために使うより，創造的な
活動に使うことの方が重要になる」等の背景となる
社会観や，「モデル化や趣味レーションができるよ
うに，データを変数として扱えるようにする力」，「プ
ログラミング的思考力」等のプログラミング教育の
目標の意識が小学校教員のプログラミング教育に対
する意義形成に寄与していることを明らかにした。
　山本・堀田（2020b）は，プログラミング教育を
導入する際の阻害要因と促進要因を検討している。
具体的には，まず阻害要因として「教材等の不足」，
「格差の認識」，「ICT活用の抵抗感」，促進要因とし
て「推進体制」，「情報提供」，「人的支援」を因子と
して抽出した。そして，これらの因子間の関係を分
析したところ，促進要因の３因子が関連し合い，「情
報提供」から阻害要因の「教材等の不足」に，「人
的支援」から阻害要因の「ICT活用の抵抗感」に，「教
材等の不足」と「ICTの活用の抵抗感」が改善され
ることで「格差の認識」の解消につながる関係にあ
ることを明らかにした。
　楠見・西川・齊藤・栗山（2020）は，小・中学校
教員を対象に，プログラミング教育の授業実践に対
する意欲についての阻害要因と促進要因を検討して
いる。その結果，促進要因として，高いプログラミ
ングスキルは，人−AIの協働社会への肯定的認知
に影響し，学習効果への期待を高め，授業実践に対

表３　調査研究（教員）に分類された論文

文献 対象 調査の主な視点

黒田・森山（2017） 小学校教員 ・プログラミング教育の課題意識
・プログラミング教育の研修ニーズ

黒田・森山（2018） 小学校教員
・プログラミング教育の背景となる社会観
・プログラミング教育の目標に対する適切さに関する意識
・プログラミング教育の意義の感じ方

山本・堀田（2020b） 小学校教員 ・プログラミング教育導入のための阻害要因
・プログラミング教育導入のための促進要因

楠見ら（2020） 小・中学校
教員

・プログラミング教育に対する意欲の阻害要因
・プログラミング教育に対する意欲の促進要因

山本ら（2020b） 小学校教員 ・熟達した教員はプログラミング教育をどのように推進するか
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こと（金塚ら，2009），プログラミング教育への動
機づけの向上やプログラミング教育の目標理解の深
化を促すこと（山本ら，2020c）が明らかになった
点が挙げられる。
　一方，課題として，どのように教員研修を行えば
よいかの知見が蓄積されていない点が挙げられる。
山本ら（2019）において，研修を行った効果が示さ
れているものの，この研究の主な目的は研修の効果
の検証ではない。前述の「調査研究（教員）」にお
いて，教員のプログラミング教育に関する課題や研
修のニーズが明らかになっている一方で，その成果
に基づいた研修の構想及び効果の検証が十分に行わ
れているとはいえない。また，教員養成段階である
大学生に対する教育についての知見も十分に蓄積さ
れているとはいえない。これらのことから，今後は
プログラミング教育の推進に向けて教員養成及び教
師教育をどのように取り組めばよいか検討すること
は重要な研究課題となると考えられる。

Ⅳ．総合考察
　本研究は，国内のプログラミング教育に関する研
究を収集・整理し，研究の動向や課題を明らかにす
ることを目的とした。先行研究の収集においては，
とりわけ小学校の総合的な学習の時間におけるプロ
グラミング教育に関する研究に焦点化した。国内の
プログラミング教育に関する研究を収集・整理した
結果，「実践研究」，「調査研究（教員）」，「教員養成・
教師教育研究」，「実践・研究動向研究」，「システム
開発研究」，「意義研究」の６観点に分類できた。そ
して，これらの観点の中でも，「実践研究」，「調査
研究（教員）」，「教員養成・教師教育研究」を取り
上げ，研究の成果や課題を明らかにしてきた。
　まず，「実践研究」について，検討した結果を整
理する。本観点における研究の成果として，児童に
取り組ませる学習課題の有用な設定の仕方や学習形
態が明らかになってきているという点等が挙げられ
た。一方，研究の課題として，プログラミング教育
の学習効果について，十分に検証されているとはい
えないことや，プログラミング教育が小学校教育に
おいて体系的に位置づけられていないこと等が挙げ
られた。
　次に，「調査研究（教員）」について，検討した結
果を整理する。本観点における研究の成果として，
小学校教員のプログラミング教育に対する課題意識
や研修ニーズ，プログラミング教育に関わる促進要
因と阻害要因，プログラミング教育の促進に関する
具体的方策の様相が明らかになっているという点等
が挙げられた。一方，研究の課題として，これらの

結果は，全国の小学校にプログラミング教育が導入
されることとなった2020年度以前のものであるた
め，全国の小学校へのプログラミング教育の導入後
の実態調査等についての研究が必要となってくると
いう点等が挙げられた。
　最後に，「教員養成・教師教育研究」について，
検討した結果を整理する。本観点における研究の成
果として，教員養成段階においてどのような指導を
行うことが大学生のプログラミング教育への動機づ
けを向上させるか，プログラミング教育への実践に
有用であるか等について明らかになってきている点
等が挙げられた。一方，研究の課題として，どのよ
うに教員研究を行えばよいかといった知見が蓄積さ
れていない点等が挙げられた。
　また，国内のプログラミング教育に関する研究を
収集・整理した結果から新たに課題を見いだすなら
ば，プログラミングに関する知識・技能やプログラ
ミング的思考といった児童・生徒の実態について調
査を行っている研究，いわゆる「調査研究（児童・
生徒）」に分類される研究がみられなかったことが
挙げられる。本研究の収集範囲が限定的であったこ
とが最大の要因であることは間違いないが，前述し
た手続きにより収集された論文86件の中で，１件
もみられなかった。このことは，プログラミングに
関わる児童・生徒の実態についての知見が十分に蓄
積されていないことを示唆しているといえる。プロ
グラミングに関わる児童・生徒の実態やその発達を
把握することは，いつ，どのように教育を行うかと
いった，カリキュラムや学習指導の内容及び方法を
決定するために重要な役割を果たす。前述した「小
学校段階におけるプログラミング教育の在り方につ
いて（議論の取りまとめ）」1）においても，「発達の
段階に即して」プログラミングに関する資質・能力
を育成するよう示されている。このことから，今後
のプログラミング教育の発展のためには，「調査研
究（児童・生徒）」に分類される研究が蓄積される
ことも必須であると考えらえる。
　最後に，プログラミング教育に関する実践，調査，
研究は全国の小学校にプログラミング教育が導入さ
れた2020年度を境に，今後急激に増大することが
想定される。これらのデータ，知見が蓄積される時
期に，改めてプログラミング教育に関する研究の動
向を整理することが期待される。
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こと（金塚ら，2009），プログラミング教育への動
機づけの向上やプログラミング教育の目標理解の深
化を促すこと（山本ら，2020c）が明らかになった
点が挙げられる。
　一方，課題として，どのように教員研修を行えば
よいかの知見が蓄積されていない点が挙げられる。
山本ら（2019）において，研修を行った効果が示さ
れているものの，この研究の主な目的は研修の効果
の検証ではない。前述の「調査研究（教員）」にお
いて，教員のプログラミング教育に関する課題や研
修のニーズが明らかになっている一方で，その成果
に基づいた研修の構想及び効果の検証が十分に行わ
れているとはいえない。また，教員養成段階である
大学生に対する教育についての知見も十分に蓄積さ
れているとはいえない。これらのことから，今後は
プログラミング教育の推進に向けて教員養成及び教
師教育をどのように取り組めばよいか検討すること
は重要な研究課題となると考えられる。

Ⅳ．総合考察
　本研究は，国内のプログラミング教育に関する研
究を収集・整理し，研究の動向や課題を明らかにす
ることを目的とした。先行研究の収集においては，
とりわけ小学校の総合的な学習の時間におけるプロ
グラミング教育に関する研究に焦点化した。国内の
プログラミング教育に関する研究を収集・整理した
結果，「実践研究」，「調査研究（教員）」，「教員養成・
教師教育研究」，「実践・研究動向研究」，「システム
開発研究」，「意義研究」の６観点に分類できた。そ
して，これらの観点の中でも，「実践研究」，「調査
研究（教員）」，「教員養成・教師教育研究」を取り
上げ，研究の成果や課題を明らかにしてきた。
　まず，「実践研究」について，検討した結果を整
理する。本観点における研究の成果として，児童に
取り組ませる学習課題の有用な設定の仕方や学習形
態が明らかになってきているという点等が挙げられ
た。一方，研究の課題として，プログラミング教育
の学習効果について，十分に検証されているとはい
えないことや，プログラミング教育が小学校教育に
おいて体系的に位置づけられていないこと等が挙げ
られた。
　次に，「調査研究（教員）」について，検討した結
果を整理する。本観点における研究の成果として，
小学校教員のプログラミング教育に対する課題意識
や研修ニーズ，プログラミング教育に関わる促進要
因と阻害要因，プログラミング教育の促進に関する
具体的方策の様相が明らかになっているという点等
が挙げられた。一方，研究の課題として，これらの

結果は，全国の小学校にプログラミング教育が導入
されることとなった2020年度以前のものであるた
め，全国の小学校へのプログラミング教育の導入後
の実態調査等についての研究が必要となってくると
いう点等が挙げられた。
　最後に，「教員養成・教師教育研究」について，
検討した結果を整理する。本観点における研究の成
果として，教員養成段階においてどのような指導を
行うことが大学生のプログラミング教育への動機づ
けを向上させるか，プログラミング教育への実践に
有用であるか等について明らかになってきている点
等が挙げられた。一方，研究の課題として，どのよ
うに教員研究を行えばよいかといった知見が蓄積さ
れていない点等が挙げられた。
　また，国内のプログラミング教育に関する研究を
収集・整理した結果から新たに課題を見いだすなら
ば，プログラミングに関する知識・技能やプログラ
ミング的思考といった児童・生徒の実態について調
査を行っている研究，いわゆる「調査研究（児童・
生徒）」に分類される研究がみられなかったことが
挙げられる。本研究の収集範囲が限定的であったこ
とが最大の要因であることは間違いないが，前述し
た手続きにより収集された論文86件の中で，１件
もみられなかった。このことは，プログラミングに
関わる児童・生徒の実態についての知見が十分に蓄
積されていないことを示唆しているといえる。プロ
グラミングに関わる児童・生徒の実態やその発達を
把握することは，いつ，どのように教育を行うかと
いった，カリキュラムや学習指導の内容及び方法を
決定するために重要な役割を果たす。前述した「小
学校段階におけるプログラミング教育の在り方につ
いて（議論の取りまとめ）」1）においても，「発達の
段階に即して」プログラミングに関する資質・能力
を育成するよう示されている。このことから，今後
のプログラミング教育の発展のためには，「調査研
究（児童・生徒）」に分類される研究が蓄積される
ことも必須であると考えらえる。
　最後に，プログラミング教育に関する実践，調査，
研究は全国の小学校にプログラミング教育が導入さ
れた2020年度を境に，今後急激に増大することが
想定される。これらのデータ，知見が蓄積される時
期に，改めてプログラミング教育に関する研究の動
向を整理することが期待される。
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