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あらまし：2017 年 3 月に，小中学校次期学習指導要領が公示され，2020 年から義務教育段階でプログ
ラミング教育が必修化となることが具体化された．その中でプログラミング的思考の涵養が掲げられ，
各教科内でコーディングを必須としない形で身につけさせることが期待されている．プログラミング的
思考は，より広い概念である Computational Thinking(以下 CT と略記)を下地としており，CT を身につ
けうる方略を検討することで，プログラミング的思考を身につけうる方略を示すことに接続することが
できる．また，CT は広い範囲に適用可能な汎用的なものであり，CT の涵養は，多様な分野で活用で
きる力を身につけることに接続するだけでなく，CT の具体的な要素である分解や抽象化などを明示的
な形で，具体的に行うことで問題を効率的に解決するためのスキルや技術に接続することが期待できる．
そこで本研究では，Scratch を用いたことがある生徒が，各教科内で Computational Thinking を，コーデ
ィングを活用した形で身につけることへ接続するシステムを開発したので報告する．
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1.

はじめに

本稿は，Scratch を用いたことがある生徒が，各教
科内で Computational Thinking を，コーディングを活
用した形で身につけることへ接続するシステムの開
発について報告することを目的としている．
2017 年 3 月に小中学校次期学習指導要領の公示が
なされ，その中では以前から必修化が予定されてい
たプログラミング教育についての内容が具体化され
た(1)．そして，義務教育段階におけるプログラミン
グ教育では，
「プログラミング的思考」の育成が掲げ
られている．プログラミング的思考とは，自分の意
図した内容をどのように実現するかという考え方を
各教科内で身につけること，およびコーディングを
必須としない特徴を有しており，問題解決を行うた
めに活用することが掲げられている(2)．プログラミ
ン グ 的 思 考 は ， Wing の 掲 げ た 「 Computational
Thinking(以下 CT と略記)」を下地として作成されて
いる．CT は，様々な問題をコンピュータが解決で
きるような形で整理し表現するときに使われる思考
プロセスのことであり，Wing は概念を提示したにと
どまっているが，適用範囲について広く言及してい
る(3)．プログラミング的思考は CT を踏襲しながら
も限定的に捉えている側面があり，CT を身につけ
ること，および CT 育成の方略を検討することは，
より広く汎用的な力を身につけることにつながる．

また，CT の要素として，分解，抽象化，パターン
化，アルゴリズム化などがあるが(例えば Barefoot
Computing の資料を参照(4))，それぞれを明示的な形
で，つまり具体的な作業として行うことができるよ
うにし，コンピュータやコーディングを活用しても
しなくても，問題を効率的に解決するためのスキル
や技術の取得を目指すことが重要である．
CT の 育 成 に 関 し て ， イ ギ リ ス の National
Curriculum で 用 い る Tip と し て ， Computing in
National Curriculum(5,6)があり，その中で CT を身につ
けるための具体的な方法論について述べられている．
ISTE and CSTA は，Varr and Stephenson(7)を参考とし
て，独自により実践的な Operational Definition of
Computational Thinking を定義(8)し，その育成に関し
て Computational Thinking Teacher Resources(9) や
Computational Thinking Leader's Toolkit(10) と い っ た
Tips を Web などで公開している．それらを見ると，
CT の中心的な要素である Decomposition などに対し
て評価基準を示しており，CT を身につけるための
具体的な方略などについて述べている．イギリスの
National Curriculum では，プログラミングは教科「コ
ンピューティング」の中で行うこととなっており，
Scratch などを用いたコーディングの活用が必須と
なっている．そして，具体的な学習内容や目的を
Computing Progression Pathway(11)に示している．その

中 で は ， 学 習 領 域 と し て ① Algorithms ， ②
Programming & Development ， ③ Data & Data
Representation ， ④ Hardware & Processing ， ⑤
Communication & Networks，⑥Information Technology
の 6 つの領域を掲げており，具体的な到達目標とし
て，①Abstraction，②Decomposition，③Algorithmic
Thinking，④Evaluation，⑤Generalization を設定し，
発達段階に応じて内容を明確にしている．
ま た ア メ リ カ で は イ ギ リ ス の よ う に National
Curriculum はないものの，CSTA が教科「コンピュ
ータ科学」(以下 CS と略記)を提案しており，そのカ
リキュラムとして CSTA Standards を公開している(12)．
そ の 中 で は ， 学 習 領 域 と し て ① Computational
Thinking，②Collaboration，③Computing Practice and
Programming ， ④ Computers and Communications
Devices，⑤Community，Global and Ethical Impacts
Computational Thinking の 5 つの領域をあげており，
問題解決のためにコーディングを含むプログラミン
グを活用することが掲げられている．アメリカにお
いては，各州や各学校に教科の選択権があるものの，
実際には CS が一つ重要な位置を占めており，方向
としてはコーディングを活用する形が基本となって
いる．つまり，CS を基にした指導方法の中で検討さ
れている内容は，CT 育成において重要である．
そして前述した通り，我が国ではコーディングを
必須としない形でプログラミング的思考を育成する
ことが期待されており，CT をコーディングなしで
身につけるための方略の検討が必要となる．またそ
の一方で，Computing Progression Pathway に示されて
いるように，連続性を持たせたカリキュラムを実施
するためには，Scratch を用いたことがある生徒が，
次に扱うことができるシステムやツールを準備し，
それを用いてコーディングを用いた授業へと繋ぐこ
とが，我が国のプログラミング教育においても重要
と言える．
ここで，CT の育成を行うための方略を検討する
必要があるが，例えば，(1)コーディングなしで CT
を育成する方略の検討，(2)コーディングを用いて
CT を身につけさせる方略の検討，(3)コーディング
を行なったことがない生徒が，コーディングを用い
て CT を育成する方法へと接続する方略の検討，な
ど様々なアプローチが考えられる．
総務省の資料によれば，プログラミング人材育成
において身につけることが期待される力として，
「創
造力の向上」「課題解決力の向上」「表現力の向上」
「合理性，論理的思考力の向上」「意欲の向上(内発
的な動機づけ効果)」「コーディング・プログラミン
グスキルの向上」「コンピュータの原理に関する理
解」の 7 つの力を掲げており，コーディングスキル
の向上が重要な力の一つであるとしている(13)．また，
それら 7 つの力は，21 世紀型スキルの大半をカバー
できるとしている．ここで，プログラミング人材育
成について，
「総務省におけるプログラミング人材育

成の取組とは，プログラミングに関する高度な技術
者を直接的に育成しようとするものではなく，青少
年(18 歳以下程度を指す．以下同じ．)の発達段階に
応じたプログラミングに関する教育を通じて，将来
の高度 ICT 人材としての素地の構築・資質の発掘を
図ろうとするものである．」としており，より汎用的
な力として，プログラミングを位置付けている．
21 世紀型スキルとは，白水らによれば，21 世紀の
知識基盤社会で求められる能力であり，他者との対
話の中で， テクノロジーも駆使して，問題に対する
解や新しい物事のやり方，考え方，まとめ方，さら
に深い問いなど，私たち人類にとっての「知識」を
生み出すスキルのこと(14)であり，これらの力を育成
することは，グローバルな視点で活躍する人材育成
においても重要であり，コーディングを活用するこ
とは 21 世紀型スキルの涵養において重要なキーワ
ードである．
上述してきた Scratch は，プログラミング導入教育
としてよく知られており，実際に現場でもよく用い
られている．Scratch は米国マサチューセッツ工科大
学のメディアラボが開発した Squeak eToys をベース
とした Block 型言語環境(15)であり，視覚的・感覚的
に様々なプログラムを作成することができるシステ
ムである．つまり，多くの生徒が用いることができ
る，かつ多くの教員が扱える Scratch をベースとした
Scratch の次に使えるシステムを活用して，CT を育
成する方略を検討することが一つ重要となる．CT
を Scratch で育成することについて，例えば Brennan
and Resnick は，Scratch を用いるために提案されたフ
レームワークを活用した K-12 の生徒向けのプログ
ラミングを通して見た CT について述べた上で，よ
り実践的な内容について述べている．そして，CT
を Computational Concepts，Computational Practices，
Computational Perspectives の 3 領域とすることを提
案している(16)．太田らは，CT の解釈はまだ定まっ
ていないところがあると報告(17)しているが，いずれ
にしても CT を広く身につけるためには，Scratch を
活用し，可能ならばコーディングへと接続すること
が有用な手法の一つである．
ここで，Scratch をベースとしたシステム開発，つ
まり上述した(3)に関係する内容に関する研究とし
て主原らは，Scratch などの Block 型言語で活用され
て い る openBlocks Framework を 用 い た シ ス テ ム
oPEN を開発しており，学習者の負担を軽減するた
めに，利用可能な部品の集合を段階的に増やせる仕
組み(ステージ機能)を実装している(18)．また稲葉ら
は，主原らの研究を踏まえた上で，oPEN のステー
ジ機能を活用できる機能を実装している(19)．しかし，
oPEN は，プログラミング学習用といった位置付け
で開発されていること，および Scratch の次に使うこ
とを想定したシステムとして開発されているが，CT
の育成にどう接続するかについての議論はなく，ま
た Block を動かすことでコードが表示されること，

プログラミング学習用に Block を設定するといった
ことにとどまっており，コーディングを用いたカリ
キュラムの中でどう実践するかについての言及はな
されていない．他に openBlocks Framework を活用し
た大畑らによる研究(20)においても，プログラミング
学習用システムとして開発されており，Scratch を扱
ったことのある生徒が Scratch の次に使うことが可
能なシステムとして提案はなされているものの，そ
れらを用いて CT をどのように身につけるかについ
ての方法論や活用方法についての報告は国内におい
て見られず，また Scratch をベースとしたシステムで
CT 育成を行うためのシステム開発はなされていな
いのが現状である．そこで本研究では，特に(3)を達
成することを目的とした上で，その第一段階として，
Scratch を用いたことがある生徒が，各教科内でコー
ディングを用いる形で適切に CT を身につけること
へ接続する Scratch ライクなシステムを提案し，その
実装を行なったので報告する．

2.

図 1 プログラムを行なっている様子
(「プログラム作成画面」)
そして，上部にある「Code」ボタンをクリックす
ると，
「ソースコード表示画面」にコードが表示され
る．この図 2 では C 言語を表示しているが，様々な
言語を表示することが可能である．

CT を育成する Block 型言語環境の開発

2.1 システムの概要
本システム「Programming Next Step」は，Eclipse
を用いて開発を行い，言語は Java(バージョンは 1.8x)
を 用 い た ． こ こ で ラ イ ブ ラ リ と し て openBlocks
Framework(21)を用いた．openBlocks Framework とは，
Scratch の GUI 部分を抜き出してプログラミング環
境を構築することができるライブラリであり，ある
反復や分岐の Block の中へ他の Block を入れた場合，
反復や分岐の Block が自動的に伸長する．また各
Block と一対一対応するコードを XML によって自身
で定義することができるなどといった機能を提供し
て い る ． ま た ， Java で 開 発 し て い る こ と か ら ，
Windows，Mac，Linux など様々なプラットフォーム
上で動かすことができる．
2.2 システムの操作方法
本システムは，Scratch を扱ったことのある生徒で
あれば操作でき，Block を組み上げることでソース
コードを表示することができる．図 1,2,3 に本ソフト
ウェアの画面を示す．ソフトウェアは，大きく分け
て「プログラム作成画面」「ソースコード表示画面」
「結果表示画面」の 3 つからなる．
ソフトウェアを立ち上げ，作成画面で左側の Block
を右側の領域へ動かして，プログラムを行う．この
操作は，Scratch を扱ったことがある生徒であれば，
特に問題なく行うことができる．例えば，作成画面
で以下の図 1 のように Block を組み合わせてプログ
ラムを行うことができる．そして，左上に全体の中
で今プログラムを行なっている場所がどこであるか
について表示する画面を実装している．そして，
Block をドラッグし，右下のゴミ箱でドロップする
と Block を削除することができる．また，Block で
組み上げたプログラムの保存を行うことができる．

図 2 ソースコードが表示されている様子
(「ソースコード表示画面」)
このソースコードが表示されている状態で「結果
表示画面」の「実行」ボタンをクリックすると，ソ
ースコードに対応する結果が表示される．この様子
を図 3 に示す．

図 3 結果が表示されている様子(「結果表示画面」)
以上のシステムは，Scratch が扱える生徒であれば，
問題なく操作を行うことができ，ソースコードを確
認することができる．また，ソースコードの有用性
を感じさせること，Block とソースコードが対応し
ていることを理解させること，Scratch の学習後に使
えるシステムの一つとしての役割を果たすことが期
待できる．
ここで，学びの連続性に着目し，Scratch，今回開
発したシステム，実際のプログラミングにおける学
びの形について，図 4 に示す．

図 4 学びの連続性に着目した CT 育成の例

3.

まとめと今後の展望

本稿では，Scratch を用いたことがある生徒が，各
教科内で Computational Thinking を，コーディングを
活用した形で身につけることへ接続する Scratch ラ
イクなシステムの提案と開発について報告した．今
後さらに CT 育成のために必要な機能の追加を行い，
システムの有用性について検討を行う必要があろう．
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