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オンラインによる授業方法や授業支援を取り入れた 
小学校プログラミング教育の授業デザインの開発 

井上  昇  
千葉大学大学院教育学研究科修士課程  

 
 

 小学校プログラミング教育が必修化され、各地で授業実践が行われている。しかし、先行研究では教員のプロ

グラミング教育への不安などから思うように進められていないことがわかった。この問題点に対し、人的支援に

着目した研究が進められている。しかし、新型コロナウイルスの影響などもあり、対面での支援が難しいものと

なった。そこで、本研究では、小学校プログラミング教育にオンラインの良さを取り入れた授業デザインを開発

することとした。この授業デザインの柱を Blended Learning (Horn and Staker 2014)とオンラインによる支援

とし、児童や授業に関わった教員や支援員にどのような効果があるのかを検証した。その結果、コミュニケーシ

ョンの方法などで課題は出たものの、児童に関しては、プログラミングに自信がついたことなどで効果が示され

た。また、教員や支援員は、従来の授業と比べオンラインの要素を取り入れることへのメリットを感じることが

できていることがわかった1。 
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1. 問題の所在 

 
1.1. 小学校プログラミング教育の現状 

 2020 年度から全面実施された小学校学習指導要領の

総則では、情報活用能力の育成を図るため、「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」が明記され、小学校段階から児童はプログ

ラミングを学ぶこととなった(文部科学省2017、p.22)。
この学習指導要領の改訂を受け、プログラミング教育の

授業実践や研究が各地で進められている。 
しかし、プログラミング教育の本格実施を控えた

2020 年 3 月 27 日～3 月 28 日に全国の 20 歳以上の小

学校教員 618(公立 606／私立 12)名を対象に、LINE み

らい財団が行ったプログラミング教育に関する調査で

は、小学校プログラミング教育必修化について、とても

不安に感じていると回答した教員が 31.7%、やや不安

に感じていると回答した教員が 41.6%と、プログラミ

ング教育に不安を感じている教員が 7 割以上いること

が明らかになった。この調査から、プログラミング教育

の実施直前まで、多くの教員がプログラミング教育に対

して不安を感じていることがわかった。 
では、何がプログラミング教育への不安となり、プロ

グラミング教育を進めることのできない原因となって

いるのだろうか。 
 
1.2. プログラミング教育の阻害要因と促進要因 
プログラミング教育の阻害要因について、プログラミ

ング教育の授業実践に対する小中学校教員の意欲と規

定因を調査した楠見ら(2020)は、「阻害要因として、と

くに、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2を介して、教育実践に対する意欲を低

下させていた」(p.274)としている。 
また、小学校プログラミング教育の阻害要因を調査し

た山本・堀田(2020)は、「教材等の不足」、「格差の認識」、

「ICT 活用の抵抗感」を小学校プログラミング教育の

阻害要因とし、「推進体制」、「情報提供」、「人的支援」

を促進要因とした。その中で、促進要因から阻害要因を

解決するための因子間の関係を「「情報提供」から阻害

要因の「教材等の不足」、「人的支援」から阻害要因の

「ICT 活用の抵抗感」に、そして「教材等の不足」と

「ICT 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」(p.282)とした。 
つまり、教員のプログラミング教育に関する知識やス

キル不足、ICT 活用の抵抗感などが、プログラミング

教育の阻害要因となっており、山本・堀田(2020)のいう

ように、「推進体制」としてのカリキュラムや年間指導

計画の作成や推進する組織・体制等の構築、「情報提供」

として、校内外での情報共有、指導方法などの共有、「人

的支援」として、専科教員や ICT 支援員の配置等、プ
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ログラミング教育をサポートする存在などによって、阻

害要因が解消されるのではないかと考えられる。 
以上のことからも、これらのような促進要因に関する

項目に着目してプログラミング教育を検討していく必

要があると考える。 
 
1.3. プログラミング教育における人的支援 

山本・堀田(2020)が示す、プログラミング教育の促進

要因である、「推進体制」「情報提供」「人的支援」のな

かで、本研究では「人的支援」を中心に検討していく。

この「人的支援」には、様々なものがあるが、その代表

として ICT 支援員の配置がある。 
プログラミング教育における人的支援について、江添

(2018)は、プログラミング教育を進める上で教員がプロ

グラミングの知識を子供達に伝えるのではなく、学びの

環境の提供や子供たちの学びをファシリテートするこ

とが重要であるとした上で、「教員はファシリテーター

役に徹するとしても、プログラミングへの十分な知識や

経験もなく、教えることへの不安がある。プログラミン

グの苦手な教員も気軽に相談でき、授業のアシスタント

となってくれる支援員の確保は必要不可欠である」

(p.34)と指摘するように、プログラミング教育では支援

員が重要であることが考えられる。 
しかし、どこの学校にも ICT 支援員が配置されてい

るとは言えない。学校における ICT 環境の整備につい

て(教育の ICT 化に向けた環境整備 5 か年計画)で、ICT
支援員を 4 校に 1 人配置することを目標にしている。

しかし、日本教育情報化振興会(2020)の ICT 支援員の

配置状況の調査では、「「⑦ICT 支援員は配置していな

い」が、町・村で 68.7%、市で 51.3%、政令市等で 40.7%」

(p.66)という調査結果となった。また、文部科学省

(2021a)の ICT 支援員の配置促進に関する調査では、都

道府県教育委員会は 57.4%、市町村教育委員会は 57.3%
が設置していないと回答するなど、ICT 支援員を配置

していない自治体が多く、ICT 支援員の配置が思うよ

うに進められていないことがわかる。 
また、プログラミングを専門的に教える専科教員もあ

るが、専科教員については、文部科学省(2021b)は、「教

科指導の専門性を持った教師によるきめ細かな指導と

中学校の学びに繋がる系統的な指導の充実を図る観点

から、外国語、理科、算数及び体育について優先的に専

科指導の対象とすべき教科とすることが適当であると

考えられる」としているように、外国語、理科、算数及

び体育などの教科に対し、優先して専科教員が配置され

るため、教科ではないプログラミング教育を専門で教え

る専科教員はあまり一般的であるとは言えない。 
以上のことからも、プログラミング教育では、プログ

ラミング教育をサポートする存在は必要であるが、現状

を考えると支援が十分とは言えないため、ICT 支援員

や専科教員以外の支援を検討する必要があると考えら

れる。 
 

1.4. 地域や企業と連携したプログラミング教育 

専科教員や ICT 支援員以外の支援として、文部科学

省(2020a)では、「企業・団体や地域等の専門家と連携し

協力を得る(外部の人的・物的資源を活用する)ことは、

カリキュラム・マネジメントの一環としても重要なこ

と」(p.19)としている。また、江添(2018)は、「保護者

や地域にプログラミングの専門家がいる場合がある。そ

れらの専門家と連携し調整を図りながら、授業支援や教

員研修の指導者として招聘していくことでプログラミ

ング教育を一層進めていくことができる」(p.34)とし、

地域社会に存在する知のリソースを活かし、支援を依頼

していくことの必要性を述べている。このように、専科

教員や ICT 支援員の支援が十分でない場合、企業・団

体や地域等の専門家と連携することが求められる。 
このようなプログラミング教育を核とした地域コミ

ュニティは各地で構築され、地域と連携したプログラミ

ング教育の授業が行われている。 
しかし、支援をする側も仕事や他の学校への支援など

もあるため、いつでも学校に来て、支援をすることがで

きるとは限らない。さらに近年、新型コロナウイルス感

染症の影響により、児童が学校に登校できない、もしく

は登校できたとしても、従来のような他者と接するよう

な学習は行えないという状況が生み出された。このよう

な状況では、従来のような対面による支援は難しく、オ

ンラインを活用した授業が行われるようになった。しか

し、学校で学習が行えないときのみのオンライン授業で

なく、従来の教育にオンライン授業の良さを取り入れた、

より効果のある授業が必要であると考える。 
従来の教育にオンライン授業の良さを取り入れた教

育は、文部科学省(2020b)で「教師が対面指導と家庭や

地域社会と連携した遠隔・オンライン教育とを使いこな

す(ハイブリッド化)ことで協働的な学びを展開する」

(p.4)と示されているように、今後の目標となる授業の

在り方であると考える。 
また、オンライン授業の良さについては、小学校プロ

グラミング教育で地域の支援員と教員の連携において

井上(2021)でも述べたように「オンラインやインターネ

ットを経由した、打ち合わせなどのやり取りの方が教員

にも支援員にも利点がある」(p.16)と述べているように、

時間や場所の制限が無くなることは授業に関わる人に

とって利点であり、プログラミング教育の連携において

持続可能な関係につながるのではないかと考えられる。 
以上のことからも、プログラミング教育では、地域人

材と学校が協働し授業をつくることは有効であると考

20



授業実践開発研究 第 15 巻（2022） 

  

えられる。その授業において、授業支援や授業形態、授

業づくりでオンライン環境やクラウド3を活用すること

は必要であると考える。 
 
1.5. オンラインを活用したプログラミング教育 

現在までに行われているオンラインを活用したプロ

グラミング教育の授業は、どのようなものがあるのだろ

うか。 
オンラインを活用したプログラミング教育の授業支

援について、中村・中川(2019)は、遠隔授業システムに

よって、プログラミングの専門的な知識を持つ教員が、

プログラミングの場面で指導したり、児童のわからない

ことに対する質問に答えたりすることができる環境を

整えた。その結果、児童は「遠隔授業システムにより専

門教員の指示や一定の説明があれば、その後は、協働的

に解決できたことが達成感にもつながっている」とし、

児童が作業中に「いつでも専門教員に質問することがで

きる環境が整っていることが、安心感となる」(p.21)こ
とがわかったとしている。 
しかし、支援をする側にも仕事や他の学校への支援な

ど、それぞれの都合があるため、いつでも支援が受けら

れるというわけではない。従来の授業デザインでは、授

業時間が 45分であることが一般的であるため、学校の

授業の時間と支援ができる時間が毎時間重なるとは限

らない。つまり、通常の授業から時間や場所の制限をな

くしたような学習の在り方を検討していかなければな

らない。そこで考えられるのが、授業時間外を活用した

授業の在り方である。このような授業の在り方として考

えられるのが、Blended Learning である。（以下、

Blended Learning については、Horn and Staker 
(2014) の定義や分類を用いることとする4。） 

Blended Learning をプログラミング教育に取り入れ

たものとして、小学生向けプログラミング教育事業の株

式会社 CA Tech Kids の、帝塚山小学校の 4 年生を対象

とした実践がある5。この実践は、帝塚山小学校の 4 年

生がオンラインプログラミング学習サービス

「QUREO」を用いて、プログラミングの基礎を学び、

オリジナルの作品を開発し、発表会を通して、自分の開

発した作品をクラスの友達に紹介するというものにな

っている。この実践のインタビューの中で、同校の池田

校長が「プログラミングこそ、最も個別学習を生かした

反転学習に適している教材だと感じています」と述べて

いる。このように自身のペースで知識を獲得し、それを

生かすという授業形態はプログラミングにとって適し

た授業形態だと考えられる。 
一方で、川井ら(2019)が中学校プログラミング教育の

授業を大学生に対し試行的実践として行なったもので

は、「学習支援を目的とした動画教材を利用した反転学

習の効果もあり、知識の獲得に関する時間の短縮をする

ことができた」(p.82)と述べており、一定の効果が確認

できる。しかし、プログラミングを修正する時間の確保、

学生の理解度の差、タイピングなどのスキルの問題など

に課題があるとも指摘している。反転学習により、個人

で学ぶ時間の確保や指導時間の短縮はできているが、個

人のスキルや理解度には課題が残ると言える。これは、

大学生が実施したものであるが、個人のスキルや理解度

は小学生を対象としても同じことが言えると考える。 
つまり、Blended Learning をプログラミング学習の

中に取り入れることで、知識の獲得や時間の確保に対し

効果があるとは考えられるが、個人のスキルや理解度に

差が生まれることが課題として指摘されていることが

わかる。 
従来の教室で行っていたプログラミング教育であれ

ば、個人のスキルや理解度に差を解決する手立てとして、

林ら(2019)が「ペアプログラミングにおいてペア以外の

学習者との協働的な情報交換を行うことで、課題達成プ

ロセスにおける発話に伴う説明効率が向上し、課題達成

時間が短くなり、学習効率が向上することが明らかにな

った」(p.52)としているように、プログラミングの課題

達成において、情報交換を行うことが、つまずきの解決

に繋がったと考えられる。 
つまり、今までの Blended Learning での授業に、支

援員によるオンラインでの支援や学級の児童、支援員、

教員が交流できる環境を整えた、授業デザインを開発す

ることで、個人のスキルや理解度に差を解決することが

できるのではないかと考えられる。 
 

2. 研究の目的と方法 

 

2.1. 研究の目的 

本研究の目的は、小学校プログラミング教育において、

外部人材によるオンラインの支援と Blended Learning
による授業形態を組み合わせた授業デザインを開発し、

その授業が児童や授業に関わる人たちにどのような意

識の変化もたらすのかを明らかにすることである。 
 

2.2. 研究の方法 

前節で述べた目的を踏まえて、開発した授業デザイン

による授業を筆者が勤務する柏市内の小学 4 年生 2 学

級(39 名)を対象に実施する。 
授業デザインについては、デザイン研究のプロセスを

開発した Reeves(2006)や鈴木・根本(2012)のプロセス

や考え方をもとに開発を行う。 
授業分析にあたっては、児童、教員、支援員を対象と

したアンケートやインタビューから、本授業デザインの

有効性と課題を明らかにする。 
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児童に対しては、筆者による観察及び児童のプログラ

ミングの作品の検討、アンケート調査によって、本授業

デザインによる授業が児童のプログラミングのスキル

や意識にどのような影響を与えるかを明らかにする。 
アンケート調査では、事前・事後のアンケートから、

授業の考察を行い、開発した授業及び授業デザインの有

効性と課題について検討する。アンケートの内容は、ベ

ネッセ 教育情報サイト(2018)にて掲載されているプロ

グラミングで育成する資質・能力の評価規準をもとに質

問項目を筆者が作成し、プログラミング的思考やプログ

ラミングに対する意識についてのアンケートを実施す

る。同社のアンケートをもとにした理由は、小学校の発

達段階に応じてプログラミング的思考に関する目標が

明確であったためである。 
教員や支援員に対しては、事前・事後でインタビュー

を実施する。インタビューは、半構造化インタビューと

し、本研究における授業デザインや支援の効果や在り方

について調査する。 
 

3. 授業デザインの開発 

 

3.1. 本研究におけるプログラミング教育の授業デザイ

ンの開発 

本研究では、前述の Reeves(2006)や鈴木・根本(2012)
のデザイン研究のプロセスや考え方をもとに開発を行

う。 
このデザイン研究のプロセスに本研究を当てはめて

いくと、まずは、現状のプログラミング教育における課

題として、教員のプログラミング教育への不安や人的支

援の不足が挙げられる。次に、可変要素である教授法や

教材、学習活動の変更や新たなテクノロジーを取り入れ、

授業の内容、方法、評価を具体化した授業を考え、最初

のデザインを決定する。その後、実践を行い、その結果

を整理し、授業デザインを改善及び修正を繰り返しなが

ら、効果を検証し、授業デザインを提案するというプロ

セスをとる。 
 

3.2. 授業デザインの前提条件 
このプロセスによる授業デザインの開発を行うため、

まず初めに本研究における授業デザイン開発の前提条

件となる、地域コミュニティの構築及び支援体制、端末

及び使用するアプリケーションについて述べる。 
本研究における地域コミュニティとは、学校が地域と

相互に連携し、プログラミング教育を進めることを目的

としたコミュニティである。今回は、柏市にあるプログ

ラミング団体の CoderDojo Kashiwa6及び CoderDojo 
Kashiwa-Shounan7が参加した。今回の研究では、実践

日に都合の付くメンター2 名が本研究において、オンラ

インでの支援や、授業づくりに関わることとなった。 
本研究における端末は、柏市が採用している

Chromebook を使用する。これは児童 1 人につき 1 台
配布されているものである。校内では無線 LAN環境が

あり、インターネットなども使用できる。 
本研究の授業でオンラインでの支援やメンターや教

員と児童がコミュニケーションをとるために使用する

アプリケーションは Google Classroom、Google Meet
である。プログラミングに関しては、Scratch3.0(以下、

スクラッチ)を使用することとする。 
 

3.3. 授業デザインの手立て 
本研究における授業デザインの手立てであり、従来の

授業デザインの可変要素である教材と授業方法や支援

方法について述べていく。 
まず、本研究における教材について述べる。中嶌ら

(2020)が授業デザインの研究手法として示したように、

教材は、多くの実践校で活用されているものとする。そ

のため本研究では、柏市で行われている「はじめてのプ

ログラミング」8を対象とする。この実践は、IT 教育支

援アドバイザー巡回授業の一環として、千葉県柏市内の

小学 4 年生、全児童を対象としたプログラミング教育

の授業であり、市内では周知されている実践モデルであ

る。また、小学校プログラミング教育の手引に記載され

ている C分類9として、小学校を中心としたプログラミ

ング教育ポータルで「ねこから逃げるプログラムを作

る」という同内容の教材も示されているなど、プログラ

ミング教育の実践としては一般的なものと言える10。 
次に、授業デザインの手立てである授業方法及び支援

方法について述べる。本研究では、Blended Learning
による授業形態とオンラインによる支援を授業デザイ

ンの柱として構成している。 
本研究では、従来の Blended Learning の非同期型学

習の部分をオンライン環境であるGoogle Classroomに

よって児童と教員、CoderDojo の支援員をつなげ、協

働的に取り組める仕組みとオンラインでサポートでき

る仕組みを整える。このような仕組みを整えることで、

いつでも質問ができる環境や児童同士が課題について

共有する場が生まれる。また、教室での授業中も

CoderDojo の支援員が Google Meet を活用し、プログ

ラミングに関する支援を行えるようにする。 
支援の方法は、完全に同期型にするのではなく、支援

員や児童の都合に合わせて、Google Classroom 上のチ

ャットや Google Meet などのオンラインでのコミュニ

ケーションツールを児童が選択できるようにし、気軽に

会話や質問を行うことができる環境を作ることとした。 
授業中の支援体制に関して中村・中川(2019)が、専門

教員はあくまでも専門的なスキルを必要とする場面で
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のサポートとし、「全体の授業のファシリテーションは

担任教員が行う必要がある」（p.21）と指摘しているよ

うに、本研究でも、担任が授業の進行やファシリテーシ

ョンを行い、支援員がオンライン上で支援を行うという

支援体制を取ることとした。 
 

3.4. 本研究における授業デザイン 
本研究では、小学校プログラミング教育の授業におい

て、Blended Learning による授業を展開する。この

Blended Learning では、家庭での事前学習と教室での

本授業を行う。また、事前学習と本授業の中で、わから

ないことがあればオンラインで支援員に質問をしたり、

学習者同士で相談をしたりできるようにする。以上が本

研究における授業デザインとする。 
 

3.5. 授業のねらいと展開 

本研究は、Blended Learning により、事前学習と教

室での本授業により構成されている。そこで、それぞれ

について述べていく。 
事前学習は、4年A組が 2021年 9月 3日〜9月 6日、

4 年 B組が 2021 年 9 月 7 日〜9 月 9 日であり、期間を

3 日間とした11。事前学習で学ぶ内容は、プログラミン

グに対する基本的な内容の説明とプログラミングを体

験することとした。事前学習の流れは、プログラミング

に対する基本的な内容に関する動画を視聴したあと、ス

クラッチでプログラミングを体験することとした。この

事前学習で使用する動画は、プログラミングに関する説

明や、スクラッチの基本的な操作方法やプログラミング

体験の内容と解説をまとめたものになっている。プログ

ラミングを体験するための課題は、Google Classroom
の中で動画とともにスクラッチのファイルが配布され

る。児童は、配布される動画を開き、動画を視聴した後、

スクラッチを開き課題を体験することとした。また、そ

の課題の中で、児童が質問したいことがあれば、Google 
Classroom 内のストリーム12にコメントをしたり、

Google Meet をしたりすると、支援員が答えてくれると

いうことを児童に伝えた13。  
事前学習のあと、児童は教室で授業を受ける本実践と

なる。この教室での授業内容は、授業の前半では、プロ

グラミングについて概要の確認や事前学習の課題であ

る「ねずみのゲームをつくろう」について振り返りを教

師主導で行う。その後、事前学習で作ってきたプログラ

ムをさらに発展させるために、試行錯誤をしながらプロ

グラムを組むという内容になっている。授業については、

学習の進行や振り返りなどは教員が行い、プログラミン

グに関する内容の質問には支援員が答えるようにする。

質問をする際は、Google Classroom内に作られた、質

問コーナーのリンクを児童が選択すると、支援員が待機

している Google Meet につながり、質問ができるよう

にした。このように、児童がプログラミングで困ったこ

とを支援員に聞くことができる環境を作った。 
以上の事前学習と本実践の授業の流れをまとめると、

以下の通りとなる (表 1) (表 2)。 
 
表 1 本研究の授業デザインによる事前学習の流れ 

 学習活動 
事前

学習 
・Google Classroom内の動画を見る。 
①プログラミングについて・操作方法につい

て(アカウント登録について) 
②課題 1「走るねこ14」 
③課題 2「ねずみのゲームをつくろう15」 
・動画を見て、プログラムを作る。 
・Google Meet やチャットを利用し、支援員

に相談したり、学習者同士で交流したりする。 
 

表 2 本実践の授業の流れ 
 学習活動 
導入 ・事前学習で行なった内容を振り返る。 

・本時のめあてを示す。 

自分たちのゲームをもっと面白いものにアレ

ンジしよう 

展開 ・プログラムを自分なりにアレンジし、オリ

ジナルのゲームを作る。 

・わからない点はGoogle Meetやチャットで、

オンラインで支援員に質問するようにする。 

終末 ・学んだことを振り返り、感想などを書く。 

 
4. 授業の実際とその考察 

 

4.1. 授業の概要 

実 施 校：千葉県柏市内の A 小学校 
教   科：総合的な学習の時間 
実施単元：はじめてのプログラミング 
使用言語：スクラッチ 
対象学年：小学 4 年生 

A組 19 名(男子 7 名、女子 12 名) 
B組 21 名(男子 11 名、女子 10 名) 
合計 40 名(39 名)16 

時    間：45分 
実施日程：4 年 A組 2021 年 9 月 7 日 
     4 年 B組 2021 年 9 月 10 日 
授 業 者：T1…A・B組各学級の担任 
     T2…筆者 

T3・T4…Coder Dojo のメンター(2 名) 
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4.2. 事前学習の実際と考察 

 授業の実際と考察を記載する。 
児童の事前学習の達成状況は以下の通りとなる(表 3)。 

 
表 3 児童の事前学習の達成状況 
 4 年 A組 4 年 B組 

課題 1・2 13 人 6 人 
課題 1 まで 4 人 13 人 

課題ができなかった 2 人 2 人 
 
この事前学習では、A・B組のほとんどの児童が、課

題 1 を解決している。課題 2 に関しては A・B 組で差

が出た。そこで、A・B組の事前学習中にでたコメント

の内容や課題の達成状況について比較し、考察を行う。 
両学級の事前学習コメントについて考察する。4 年 A
組では、事前学習が開始されると、A組では基本動作や

課題に対しての困りごとなどの質問があり、児童同士の

やり取りや児童と教員のやり取りが行われた。一方、B
組では、T2 が声をかけるまでコメントはなかった。両

クラスで開始直後に差はあったものの、両クラスともに

数人の児童がコメントをしているのみで、コメントをし

た児童が多かったわけではない。 

両クラスの児童は、2021 年 4 月から端末が配られ使

い始めている。4 年 A組、B組共に、普段から Google 
Classroom内で課題の配布、連絡事項で使用している。

授業中の使用頻度については、4 年 A 組はどの授業で

も活用しているため、端末や Google Classroom の活動

に慣れている点で、本研究における事前学習に取り組み

やすかったことが考えられる。また、児童の中で Google 
Classroom のストリームにコメントをしていいという

ことを理解している児童が多かった。しかし、Google 
Classroom 内でコメントの数を見ると両クラスで差は

あまりない。つまり、事前の児童の端末操作や Google 
Classroom などの学習環境への慣れは、困ったことや

質問をすることに関係がないと言える。 

そこで考えられるのは、ストリーム内でのコメントに

ついてである。今回のコメントは全てテキストベースの

コミュニケーションをすることになり、児童にとってコ

メントをすることはかなり負担がかかる作業であった

ことが考えられる。Google Meet を使用して、オンライ

ンで対話をすることもできたが、使用したいという申請

をするのも、まずはコメントをしなくてはならず、児童

にとって負荷のかかる学習となってしまった。 

つまり、今回の事前学習は児童に大きな負荷がかかり、

クラスルーム内に、何をコメントしていいのか、どのよ

うにコメントしていいのか、どのタイミングでコメント

していいのかわからなかったためにコメント数が少な

かったと言える。 

また、テキストベースでのコミュニケーションになる

ため、タイピングスキルなども必要となり、児童にとっ

て簡単に対応できるものではなかったと言える。 

その中で、A 組では数名の児童がコメントをし、T2
とのやり取りが行われたことから、その内容が児童にと

っての Q&A として、課題解決の手がかりとなり、B組
より多くの児童が課題 2 まで達成できていたと言える。 

この課題を解決するためにも、児童にとって新たな学

習の形態やシステムを導入する際、指導者側からより具

体的な指示が必要であると言える。 

今回は、A組とB組でも事前学習では何をするのか、

何時から何時までは支援員から質問が返ってくること、

課題を見たらコメントをすることや、わからないところ

をコメントするなど細かな事前学習の説明は両クラス

で行っていなかった。課題を出した後、困ったことがあ

ればコメントをすることを説明し、課題の実施は各クラ

スに委ねていた。 

児童にとって、新たな学習の形態やシステムを導入す

る際の説明の仕方には、いろいろな方法があるが、「12
時間以内に指導者側からコメントがある。答えられそう

な子(児童)がいたら答えてください。」「(指導者側から)

コメントを返すので、確認してわかったのか、分からな

かったのかをコメントください。」「毎日、学校から帰っ

たら一度クラスルームを確認してください。」などの説

明をすれば良かったのではないかと考える。 

また、特に今回のように事前学習で児童にコメントを

求める場合、細やかな仕掛けとして、支援員からのフィ

ードバックは重要である。誰に対してのものなのか、ど

のようなことをした方がいいのかなど具体的な指示を

するべきであると考える。 

児童のコミュニケーションへの負荷を減らすために、

SOS やスタンプなどの一目見てわかる言葉でのやり取

りやYesかNoの二択で答えられる様な支援員側からの

声かけ、児童からよく出てくる質問をまとめた Q&A の

提示、チャットボットの開発なども必要であると考える。 

普段からGoogle Classroomを確認する習慣が児童に

ない場合も想定できる。今回は両クラスともに、普段か

らGoogle Classroomを連絡帳の代わりとして使用して

いたため、毎日 Google Classroom を開くという習慣は

あった。しかし、事前学習の期間が 3 日間あったため

に、児童は課題をいつからはじめ、いつまでに終わらせ

ればいいか、質問した回答がどの程度で返ってくるのか

わからなかった。また、児童用の端末に通知が来るが、

メールを開かない限り通知を確認することはできない。 

以上のことからも、いつまでに課題に取り組み、コメ

ントをした方がいいか、いつまでに返信をするかなどを

明確にするべきであると考える。また、児童の感想の中
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にも、「コメントがいつ返ってくるか分からなかった。

すぐ返ってきて欲しかったからAIの様なものがあると

いいと思った」と書かれているように、支援員や友達の

回答を待つのではなく、質問の第一段階として、チャッ

トボットの様なもので児童の課題に対する悩みに近い

問題を提示することで、課題の解決が進むのではないか

と考える。それでも解決できない時は質問をする流れに

することで、児童のテキストベースでのコミュニケーシ

ョンへの負荷が軽減されると考える。以上の様な配慮を

することで、事前学習が活性化したと考える。 

 

4.3. 本実践の実際と考察 

授業内容は単元の導入として、担任が事前学習で行っ

てきた内容の確認を行った。プログラミングとはどのよ

うなものなのか、事前学習の動画の内容がどの程度でき

ているかを把握するため、筆者が作成したスライドを使

用し、身の回りにあるプログラミングで動いているもの

についてクイズ形式で話をした。その後、事前学習の内

容をさらに発展させていくという本時のめあてを提示

し、児童がプログラムを組む活動となった。 

このプログラムを組む活動の際、プログラミングに関

して、わからないことがあれば、Google Classroom内
に作られた、質問コーナーのリンクから、支援員が待機

している Google Meet につながり、質問ができるよう

にした。 

児童の支援員への質問では、「ねずみ17の進行方向に

顔を向けて動くようにする」ことや、「ねこ18の色の変

え方」などの事前学習を発展させた内容の質問や児童の

誤操作によってプログラムがうまく動かなくなってし

まったというようなトラブルシューティングのような

ものがあった。 

これらの支援員への質問に対し、支援員がいきなり答

えをいうのではなく、相手の質問の意図を探るような配

慮があった。そのために、児童がどうすればいいのか、

どのように質問していいのかわからないというような

過度の負荷がなく、安心してコミュニケーションを取る

ことができた。 

また、誤操作で、プログラムがうまく動かない児童へ

の対応では、即座に原因が何かを判断し、解決策を提示

している。これは、児童の説明だけでなく、オンライン

上で児童の画面を共有し、見ることができたことが大き

い。児童だけの説明では伝わらない部分をオンライン上

で児童の画面を見ることで解決できているように、オン

ラインのコミュニケーションで画面を共有すること、相

手の画面を見ることは支援をする側にとって必要なこ

とであると考える。また、児童にとって、意図していな

く、分からないことを確認して、診断してもらえたこと

が課題解決につながったと考える。プログラムの説明だ

けであればプログラミングが苦手な教員でも指導書や

プログラムの完成形があれば、指導することができると

考える。しかし、プログラムがうまく作動しない原因を

探ることは、専門的な知識を持つ支援員でないと難しい

と考える。 

また、授業後の 4 年 A組の担任へのインタビューで、

「子供が自由に考えるので、それぞれの課題に答えるの

は厳しいと思いました。」と答えているように、それぞ

れの課題に対して対応することはプログラミングのス

キルがないと難しく、専門的な知識を持つ支援員の支援

が必要となると考える。 

しかし、オンラインでの支援では、T4 がインタビュ

ーのなかで、口頭で説明に対し、「口頭だと話す内容が

難しいとなってくると、こっちも勘違いしちゃうので、

口頭の限界があると思います。」と述べているように、

児童側も口頭のみで質問をしてくるので、支援員が児童

の話したい内容を汲み取ることや聞きだす声かけなど

が必要となる。また、支援員が児童の話したい内容を汲

み取る必要が出てくる。 

事前の情報の共有や画面を同時に共有し、同時に操作

をすることなどができるシステムの整備が必要になる

と考える。 

 
4.4. 事前・事後のアンケートの考察 

児童の事前・事後アンケートの記述及び数値の変化か

ら本授業を考察する。 

「プログラミングをすることに自信がありますか」と

いう項目では、以下のような結果となった(表 4)。 

 

表 4 アンケート集計結果 

選択肢 
4 年 A組 4 年 B組 

事前 事後 事前 事後 

とても自信

がある 
0 11 2 10 

自信がある 14 8 11 6 
あまり自信

がない 
5 0 5 4 

自信がない 0 0 2 0 
 

事前アンケートに比べ事後アンケートで最も肯定的

な選択肢を選んだ児童が多く見られている。児童の課題

の達成状況を見ても自分で考えたプログラムを表現す

ることや課題 2 を事前学習では達成できなかった児童

が、支援員や周りのサポートを受けながら自分の力で達

成することができたからであると考える。 

今までの授業であれば、自分で考えてプログラムを 1

から組む時間は想定されていなく、課題 1、課題 2 を一
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斉授業で解決していき、課題 2 まで達成できた児童が

さらに発展させるという内容であった。本授業デザイン

では、基礎となる部分を事前学習として、発展的な内容

を本授業で行ったことで、児童のプログラムを組む時間

は増え、プログラミングで表現したいものを自分で考え、

プログラムを作ることができたことが自信につながっ

たと考える。 

また、本授業デザインに関する自由記述でも、事前学

習でプログラミングについて事前に学ぶことで、授業が

わかりやすかったことや、オンラインで支援員に質問す

ることについて、多くの児童が肯定的に捉えていた。 
 

4.5. 教員や支援員のインタビューの考察 

  教員や支援員のインタビューから、本研究における授

業支援方法や授業形態など本研究における授業デザイ

ンの有効性について考察を行う。 

本研究における授業デザインについて、4 年 A 組の

担任は授業後のインタビューの中で、今回の授業を「今

まで、IT アドバイザーの方にしてもらった授業と比較

して、創造的にできていた児童が圧倒的に多かったで

す。」と回答していた。また、B組の担任も、「子供たち

は、プログラミングが好きな様子で、誰一人として消極

的な子がいなくて、自分の課題に取り組んでいたと思い

ます。」というように、本研究の授業デザインによる授

業を受けた児童が授業に意欲的に取り組めていたこと

を実感している。 

これは、事前学習でプログラミングの基礎を学び、本

授業でそれを活かして発展的に学習に取り組めたこと

や、わからないことを、オンラインで支援を受けること

ができたことで、従来の授業より児童が発展的に学習に

取り組めたことが児童の意欲に繋がったと考える。 

支援員からは、「(事前学習用の)動画を前もってみた

ことと打ち合わせをしたことで、授業の流れを事前に知

っていたからなんとなくの想定ができたのが大きかっ

たです。」というように児童用の動画を支援員も事前に

見ることができたので、授業の内容を把握することがで

きていた。このことにより、児童の質問に対し、学習内

容やプログラムの内容から質問への答えを類推するこ

とができていたと言える。このような支援員からの支援

が児童のプログラミングの課題や自分の考えたことを

表現する手助けとなり、プログラミングへの自信につな

がったと考える。事前に課題を提示することは、児童だ

けに効果があるのではなく、支援員や授業をする担任も

どのような学習をするのか事前に把握することができ、

児童への指導に生かすことができた。 

以上のことからも本授業デザインは児童、教員、支援

員にとって有効であったと言える。 

 次に、支援の在り方について考察を行う。 

 オンラインの支援について、4 年 A組・B組両担任と

も必要性を感じている。A組の担任は、事前インタビュ

ーで、今までのプログラミングの授業を実施したことに

ついて、「(児童が)自由に考えてしまうと、がんばれと

いうしかできなかったですね。自分たちでなんとかしな

さいというしかできなかったです。」と言っていたが、

授業後のインタビューでは、「難しいことはオンライン

で聞けばいいし、簡単なことはこっちに聞けばいいし、

選択できるのが増えるのがいいです。その時に、オンラ

インなのか教室なのか、選べる環境が増えたと思う。そ

れぞれの進度で聞けるのは今後につながるかと思いま

す。」と回答していた。担任が授業の流れや基本的な部

分を指導し、支援員が専門的な部分を指導することで、

指導の分担ができることについて述べていた。これは、

B組の担任も「一人で教えるのは不安があります。今回

のように遠隔でもあった質問の答えがあればありがた

い。今回のように授業の流れは先生でプログラミングは

教えてもらえるといい。」と回答し、支援員が支援をす

ることで、役割分担が明確になることの良さを述べてい

た。 

支援員はオンラインの支援について、対面での支援の

方がやりやすさはあると感じながらも、支援をする場所

を支援員が選ぶことができることのメリットが大きい

と感じていた。 

しかし、T3 へのインタビューで「報酬を発生しない

となった場合、貢献したい以外のベネフィットが学校に

行けば、相殺される、やった感があるんですけど、オン

ラインでスポットスポットだと学校からすると楽だし、

やってる人からすると使われて終わっちゃう感じもあ

るからメリットデザインが大事だと思います。」と述べ

ている。このように、支援員のメリットデザインを考え

ることは、支援を受ける上で必要になると考える。 

 T3、T4 のように、プログラミングを広めたいという

思いのもと学校へ協力してくれる支援員もいる。しかし、

T3 の話のように、オンラインで支援にどのようなベネ

フィットを支援員が感じることができるのかという意

見は重要であると考える。また、T3 は授業後のインタ

ビューの中で「関係性とかを構築した上でのオンライン

だとありだと思います。」と言っているように、既存の

関係生がある中では、オンラインで支援をすることは可

能であると考える。つまり新規で関係を構築する上で、

関係性をどのように持つのか、メリットデザインをどの

ようにするかを考えることは今後の課題と言える。 

しかし、T3もT4もオンラインで支援をすることで、

場所を選ばないで支援をできることなどで利点がある

と感じていることからも、今まで学校に関わっていなか

った地域の人でも学校に関わる敷居は低くなり支援が

しやすくなると考える。 
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以上のことからも、教師側、支援員側でオンラインで

の支援はメリットを感じていることがわかった。しかし、

関係を維持していくためにも、オンラインでの支援を取

り入れた授業デザインでは、コミュニティデザインを考

え、学校と支援員の双方に負担がかからず、お互いにメ

リットがある関係を考えながら関係性を構築していく

必要があると言える。 

 
5. 研究の成果と課題 

 

成果と課題について、以下の二点を明らかにする。 
一つ目は、外部人材によるオンラインやクラウドを活

用したプログラミング教育における授業支援の効果の

検証である。児童、教員、支援員にとってオンラインに

よる支援が従来の対面での支援と比べ、どのような違い

があるかについて検討した。また、オンラインで支援を

受けた児童や教員がプログラミングに対する意識にど

のような影響があったのかを検討した。 
二つ目は、オンラインを活用した授業デザインについ

てである。本授業デザインは、Blended Learning によ

り授業を展開し、その事前学習と本授業の中で、オンラ

インで質問をしたり、学習者同士が交流できるようにし

たりし、学習を進めていくというものである。このよう

な授業デザインによる授業が児童のプログラミングの

スキルや意識にどのような影響を与えるのかを検討し

た。 
 一つ目については、外部人材によるオンラインやクラ

ウドを活用したプログラミング教育における授業支援

の効果として、児童のプログラミングへの自信や、発展

的に課題に取り組めていたことからも効果があったと

言える。これは、児童がプログラミングに関する事前学

習をし、事前学習の課題を本授業で発展的に取り組めた

ことや、授業期間に支援員からオンラインで支援を受け

ることができたことが、児童のプログラミングへの自信

や発展的に課題に取り組もうとする意欲につながって

いたと言える。 
 児童、教員、支援員にとってオンラインによる支援が

従来の対面での支援と比べ、どのような違いがあるかに

ついては、事前学習でプログラミングについて学び、そ

の内容を本授業で生かすことができるので、児童がより

発展的にプログラムを考えることができていた。また、

教員にとっては、専門的な部分を支援してもらえること

が授業のやりやすさにつながっていた。支援員にとって

も、オンラインで支援をすることができるので、支援員

が支援する場所を選べるという点で従来の支援と比べ、

メリットがあった。 
 二つ目については、本授業デザインが児童のプログラ

ミングの意識やスキルに対してどのような影響を与え

たかである。これは、事前学習でプログラミングについ

て学び、その内容を生かした本授業を受けるという、

Blended Learning により、どの児童も課題を達成し、

より発展的なものに挑戦することができた。アンケート

でも、プログラミングへの自信を持てていることからも、

プログラミングを好意的に捉えていることがわかる。 
 また、スキルに関しても、今までの授業では「ネズミ

のゲーム」を作成して、終わってしまうが、本授業デザ

インでは、ほとんどの児童が、ねこの色を変えるプログ

ラム、ねこの数を増やすプログラム、セリフをいうプロ

グラムなど「ネズミのゲーム」を発展させた作品を作っ

ていた。 
これは、事前学習で学んだことを活かして、本授業で

児童がプログラミングを考える時間を確保したことや、

困ったことをオンラインで支援員に聞くことができる

という本授業デザインが影響していると言える。 
以上のことからも本授業デザインが児童のプログラ

ミングの意識やスキルを向上させることにつながって

いると言える。 
しかし、本授業デザインによる授業では、事前学習の

説明の仕方やテキストベースのコミュニケーションに

慣れていない児童に対する説明、質問受け付けるまでの

待ち時間の解消のためのチャットボットの導入の検討、

学校側と支援員側のメリットデザインについてなどの

課題が出た。これらは今後の課題としたいと考える。 
※この 2 行は消さないでください。編集者が削除しま

す。19 
 

1 本論文は筆者の令和 3 年度千葉大学大学院教育学研究科学

校教育学専攻修士論文「オンラインによる授業方法や授業支

援を取り入れた小学校プログラミング教育の授業デザイン

の開発」を再構成したものである。 
2 固定的マインドセットとは、基本的には変わらないという人

の基本的性質に関する概念である。 
3 総務省(2020)によると、「クラウドとは、「クラウド・コンピ

ューティング」の略で、「インターネットを通じてソフトウ

ェアやデータなどを利用するコンピュータの利用形態」」

(p.3)を示している。 
4 Horn and Staker (2014)は、「正式な教育課程において、学

習の少なくとも一部をオンラインで実施し、時間、場所、方

法または進行速度について生徒が自己管理する。かつ少なく

とも一部は自宅以外の監督された校舎において授業を受け

る。コースまたは科目ごとの各生徒の学習は、組み合わされ

て一つの統合された学習体験」と Blended Learning を定義

している。また、Horn and Staker (2014)は Blended 
Learning をローテーション、フレックス、アラカルト、通

信制教育の 4 つに分類している。この中で、非同期型の授業

と対面学習の組み合わせや、授業時間外も含めた授業の在り

方としてローテーションモデルの中に反転授業を位置付け

ている(pp.35-36)。 
5 https://techkidsschool.jp/company/release/2018/07/06/tezu
kayama.html (最終確認 2021 年 12 月 9 日) 
6 CoderDojo とは、2011 年にアイルランドから始まった団体

であり、7〜17 歳を対象とした非営利のプログラミング道場

である。チャンピオンやメンターと呼ばれる協力者によって

自主的に運営され、現在では世界 110 カ国・2,000 以上の道
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場がある。その中で柏市内の中心となる Dojo のこと。 

7 柏市旧沼南町エリアにある Dojo のこと。 
8 柏市が作成した教材であり、IT アドバイザーオンラインで

公開されている。http://www.it.kashiwa.ed.jp（最終確認

2021 年 12 月 9 日） 
9 文部科学省(2020a)にて、小学校段階のプログラミングに関

する学習活動を分類したものであり、A「学習指導要領に例

示されている単元等で実施するもの」・B「学習指導要領に

例示されてはいないが、学習指導要領に示される各教科等の

内容を指導する中で実施するもの」・C「教育課程内で各教

科等とは別に実施するもの」・D「クラブ活動など、特定の

児童を対象として、教育課程内で実施するもの」・E「学校

を会場とするが、教育課程外のもの」・F「学校外でのプロ

グラミングの学習機会」とされている。 
10 https://miraino-manabi.mext.go.jp/content/415 (最終確認

2021 年 12 月 22 日) 
11 事前学習は家庭での学習となるため、家庭でのインターネ

ット環境などの事前調査を行った。その結果、今回は 1名の

み家庭でインターネットが使用できないことがわかった。そ

のため、その児童に関しては、動画とオフライン用のスクラ

ッチが入っているタブレットを渡すという対応をとること

とした。 
12 Google Classroom内の掲示板のこと。 
13 今回、児童のコメントへの支援員からの返答の速さや頻度

については伝えてはいない。また、本実践では事前学習内で

の Google Meet の使用はなかった。 
14 ねこのキャラクターを、画面の左右に走るようにするプロ

グラム。柏市が作成した教材であり、IT アドバイザーオン

ラインで公開されている。 
15 ねずみのキャラクターが、課題 1 で作成した走るねこを避

けて、チーズまでたどり着くとゴールの背景に変わり、ねこ

に触れるとゲームオーバーの背景になるプログラム。柏市が

作成した教材であり、IT アドバイザーオンラインで公開さ

れている。 
16 B 組で当日 1名欠席したため、実施したのは合計 39名であ

るためこのような表記をしている。 
17 スクラッチ上のキャラクター 
18 スクラッチ上のキャラクター 
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