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１．本研究について



相模原総合高等学校

○県立高校改革指定校事業
　プログラミング教育研究推進校
　（Ⅰ期:H28～H30、Ⅱ期:H31～R3）

○国立教育政策研究所
　教育課程研究指定校事業（共通教科情報）
　（R2～R3）



相模原総合高等学校

令和２年度：全年次在籍、新規入学者募集停止

令和３年度：２・３年次在籍

令和４年度：３年次のみ在籍、再編統合により完校

令和５年度より城山高校(ICT利活用授業研究推進校)と
再編統合し、高度な情報教育を強みとした教育活動を
展開する学校へ



情報科・商業科の学校設定科目

プログラム言語 本校情報ビジネス系列の学校設定科目

Java

Python等

HTML/CSS
JavaScript

Swift

LEGOマインド
ストームEV3

プログラミング 発展プログラミング

ホームページ作成入門

アプリケーション作成入門

ロボット制御入門 ロボットプログラムの基礎

発展ホームページ作成

プログラミング活用



プログラミング活用

・共通教科情報の学校設定科目として本年度設置した
　通年２単位の科目

・１年次必履修科目「情報の科学」を履修した生徒
　２７名が受講

・プログラミングの基礎、情報社会とプログラミング、
　プログラミングの活用例等について実習中心で学習



プログラミング教育の５つの視点

方法をほかに置き換えて一般化する

ベストな方法かどうかを分析・評価する

やるべきことを順序立てて考える

物事を分解して理解する

抽象化する

『日経Kids+ 子どもと一緒に楽しむ!プログラミング』(日経BP社, 2017) をもとに本校で策定



２．「プログラミング活用」の学習内容



授業冒頭のワーク

○考える習慣をつける

・毎回の授業の冒頭で「プログラミング的思考」に関す
　るワークを実施⇒答えと理由（考えた手順）を回答

ソニー・グローバルエデュケーション『５分で論理的思考力ドリルちょっとやさしめ』学研プラス, 2019, p.27



学習内容

前期

情報社会とプログラミング
・コンピュータとプログラミング

LEGOマインドストームEV3によるロボット制御プログラミング
・ロボットの組み立て・制御

後期

Pythonによるプログラミングの基礎
・基本的なアルゴリズム、変数、文字列操作、データ型、リスト

PythonによるGUIプログラミング
・GUIの画面設計、図形描画、おみくじなど

プログラミングとデータの活用
・モデル化とシミュレーション、データの分析

プログラミングと問題解決
・ドローン、micro:bitなどの活用、これまでの学びの活用・応用



学習活動の例

＜情報社会とプログラミング＞
コンピュータの歴史／プログラミング言語について調べ
１テーマ１スライドにまとめる。
　↓
コンピュータのもともとの意味や現在までの歴史、
さまざまなプログラミング言語について知る。　



学習活動の例

＜EV3によるロボット制御プログラミング＞
ロボットを84cm動かす。
ロボットが障害物に近づく際に音を鳴らすようにする。
ロボットを線に沿って走行させる。
　↓
これからの時代のロボット活用について考える。
　・産業におけるロボットの活用について知る。
　・ロボット活用とそのメリット／デメリットを考える。



学習活動の例

＜Pythonによるプログラミングの基礎＞
Pythonによるデータの入出力、演算、分岐、くり返し
エラーのあるプログラムのデバッグ作業を行う。
文字数オーバーを検出するプログラムの作成する。
　↓
Pythonの基本的な記述方法について昨年度までのプログ
ラミングの学習と比較して理解する。
エラー内容を確認し、自分の力でデバッグする。



学習活動の例

＜PythonによるGUIプログラミング＞
tkinterモジュールを用いたGUIプログラムの作成
おみくじアプリ／占いアプリの作成
日常生活にあるものをプログラムで再現
　↓
サンプルプログラムからコードの意味を考え、理解した
コードを組み合わせて独自のプログラムを作成する。



科目の導入としての位置づけ

○ロボットの組み立て

・LEGOマインドストームEV3を組み立てる

・手順書の解読



科目の導入としての位置づけ

○ロボット制御プログラミング

・教員はロボットに行わせたいこと（課題）、
　簡単なサンプルプログラムを提示

・生徒自身がサンプルプログラムをアレンジして、
　課題をクリアするための方法を考える



課題提示の例

○ロボットを直進させる

・サンプルプログラムの提示



課題提示の例

○ロボットを直進させる

・サンプルプログラムを踏まえた課題の提示



課題提示の例

○超音波センサーの活用

・サンプルプログラムの提示



課題提示の例

○超音波センサーの活用

・サンプルプログラムの提示



課題提示の例

○超音波センサーの活用

・サンプルプログラムを踏まえた課題の提示



Python言語の基礎

○１年次の学びの活用

・１年次「情報の科学」での学び(表計算マクロ言語)
　⇒異なるプログラミング言語でのコーディング

age = int(input(“年齢:”))
if age < 12:
    print(“半額で入場できます。”)
else:
    print(“通常料金がかかります。”)

import random
omikuji = [“大吉”, “中吉”, “吉”, “凶”]
print(random.choice(omikuji))



Python言語の基礎

○Google Colaboratoryを用いたオンライン復習ドリル

・個人の進捗状況に応じた復習コーディング



３．「プログラミング活用」の授業実践
内容：PythonによるGUIプログラミング



PythonによるGUIプログラミング

○GUIによる実行結果の可視化

・GUI（Graphical User Interface）

・プログラム（コード）と実行結果との対応

・試行錯誤した結果が見える喜び



PythonによるGUIプログラミング

○ボタン、画像や図形、乱数、チェックボタン等を
　用いたGUIアプリの制作



公開研究授業

○授業内容

・Pythonプログラミングによる図形描画

・GUIの部品と関数を関連付けたプログラムの作成



公開研究授業

○評価について

・主に「思考・判断・表現」について評価

・評価規準を「目的に応じたアルゴリズムや処理方法を　
考えたり，表現したりしている」「プログラミングの　
過程を評価し改善することができる」と設定



公開研究授業

○評価について

・目的とするプログラムを作成するにあたり，どのよう　
なコードが必要になるのか，試行錯誤しながら（意図　
した結果が得られなければコードを変更する作業を繰　
り返しながら）プログラミングを行うことがポイント　
となる。そのため，実際に生徒が作成するプログラム　
の成果物（ソースコード）や授業での活動の様子をも　
とに評価を実施。



課題提示の例

○図形の描画

・サンプルプログラムの提示



課題提示の例

○図形の描画

・サンプルプログラムの提示



課題提示の例

○図形の描画

・サンプルプログラムの提示



課題提示の例

○図形の描画

・サンプルプログラムの提示



課題提示の例

○図形の描画

・サンプルプログラムの実行結果を踏まえた抽象化



課題提示の例

○図形の描画

・サンプルプログラムの実行結果を踏まえた抽象化



課題提示の例

○図形の描画

・サンプルプログラムの実行結果を踏まえた抽象化



課題提示の例

○図形の描画

・サンプルプログラムの実行結果を踏まえた抽象化



課題提示の例

○図形の描画

・まとめのプログラム

＜HOP1＞
画面上に一辺の長さが200の正方形（塗り色は「青」・
線の色は「赤」）を表示するプログラムを作成しなさい。



課題提示の例

○図形の描画

・まとめのプログラム

＜HOP2＞
画面上に一辺の長さが200の正方形（塗り色・線の色は自分
の好きな色）を表示するプログラムを作成しなさい。



課題提示の例

○図形の描画

・まとめのプログラム

＜STEP＞
ボタン「円を表示」をクリックすると、直径が200の円（塗
り色・線の色はおまかせ）を表示するプログラムを作成し
なさい。



課題提示の例

○図形の描画

・まとめのプログラム

＜JUMP＞
ボタン「★を表示」をクリックすると、星の形（★）（大き
さ・塗り色・線の色はおまかせ）と文字列「STAR」を表示
するプログラムを作成しなさい。



課題提示の例

○図形の描画

・まとめのプログラム

＜SUPER＞
ボタン「オリジナルイラスト」をクリックすると、複数の図
形を組み合わせて、★よりも複雑なオリジナルのイラスト
を表示するプログラムを作成しなさい。



手書きによるGUIの設計

○GUI設計シートの活用



GUIプログラミング学習の流れ

学習する部品 作成するプログラム

ラベル
位置や大きさ、色を自由に変更して試す

ボタン

図形の描画 オリジナルイラスト

画像 抽選プログラム
おみくじプログラム乱数

テキストボックス
占いプログラム

チェックボックス

まとめ 日常生活におけるプログラムを再現



授業の振り返り（改善前）



授業の振り返り（改善前）



授業の振り返り（改善後）

○授業の達成度をチェックリストで提示

・授業の振り返りをチェックリストで確認

・✓をより多くつけるためには何が必要だったか考察



授業の振り返り（改善後）

　チェックリスト形式での振り返り
　⇒生徒自身の振り返り、到達度の把握のしやすさ



授業の振り返り（改善後）

次回の授業に向けて改善の視点が
明確になった（自己調整力）



生徒の振り返りコメント

・

　GUI設計シート活用について振り返る生徒が半数程度
　⇒教員の指示・モデルの提示方法に課題があると気づく



生徒の振り返りコメントＡ-①



生徒の振り返りコメントＡ-②



生徒の振り返りコメントＡ-③



生徒の振り返りコメントＡ-④

　１回完結ではなく、これまでに学習したことを
　振り返る必要性に気づくことができた



生徒の振り返りコメントＢ-①



生徒の振り返りコメントＢ-②



生徒の振り返りコメントＢ-③

　課題を達成するために自分自身がすぐに改善できること
　を考えることができた



生徒の振り返りコメントＣ-①



生徒の振り返りコメントＣ-②



生徒の振り返りコメントＣ-③

（すべてチェックをつけることができたため空欄）



生徒の振り返りコメントＣ-④

　プログラミングが得意な生徒の振り返りの問いかけに課題



生徒の振り返りコメントＤ

　これまでの（プログラミング、他）学習を俯瞰しながら、
　また、結び付けながら学習に取り組ませるためには？



４．まとめ



今回の研究のポイント

○新学習指導要領「情報Ⅰ」を見据えたプログラミング
　の授業展開・内容・評価方法の工夫

①コードを読み解く習慣をつけるプログラミング学習

②生徒個人のペースで段階的に学習

③チェックリスト形式での振り返り



今回の研究のポイント

①コードを読み解く習慣をつけるプログラミング学習

・サンプルコードを配布

・サンプルコードを順に実行

・実行結果を解読

・コードの意味の理解

・理解したコードを使ったプログラミング



今回の研究のポイント

②生徒個人のペースで段階的に学習

・段階を踏んだプログラミング実習

・個別に進められる段階を踏んだワークシートの設計

・基礎が定着している生徒は発展的な学習が可能



今回の研究のポイント

③チェックリスト形式での振り返り

・授業での実習内容をベースにチェックリストを作成

・授業での学習内容を振り返って達成度を確認

・チェックをより多くつけるための考察

・次回の授業に向けた動機付け



研究協議の視点

○プログラミングが得意な生徒への振り返りの問いかけ
　の方法や工夫

○これまでの学びを俯瞰しながら（結びつけながら）
　プログラミング学習に取り組ませるためには？
　（プログラミングや他教科での学びも含めて）



学校全体としてのプログラミング

○プログラミング教育の５つの視点を設定することで、
　生徒が順序立てて考える重要性について考える
　きっかけとなった。

　⇒学習目標・やるべきことを把握する力

　⇒課題や成果物を完成させるための方法や手順・過程
　　を意識して試行錯誤する力



学校全体としてのプログラミング

○プログラミング教育の５つの視点を設定することで、
　教員が学習指導の在り方を考えるきっかけとなった。

　⇒ねらいを明示し順序立てて考えることを意識

　⇒プログラミング的な視点での授業改善
　　（ゴールの設定→ゴールに向けた道筋を示す）



今後の課題

○小・中学校でプログラミングの基礎を学んだ生徒、
　情報入試を見据えた高校での情報科の授業の在り方

○情報活用能力の育成
　１人１台端末に向けた学習指導・評価の在り方

○教科を問わない論理的思考力・問題解決能力の育成
　カリキュラム・マネジメント



★プログラミングを学ぶ
(プログラミングの知識・技能)

★プログラミングで学ぶ
(汎用的な論理的思考力)


