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プログラミング能力の発達段階と要因に関する定量的分析
太田 剛†1 森本 容介†2

加藤 浩†2*

概要：新学習指導要領で 2020 年度より小学校からプログラミング教育を実施することが明記されたが，プログラ
ミング能力の発達段階は明確ではなく，小中高校を通じた系統的な学習を実施することが難しいと予想される．本研
究では，プログラミング能力の発達段階を明らかにするため，既存の教材や実践事例と，Scratch コミュニティの小学
校 4-6 生年の作成した 900 本近いプログラムを対象に定量的な分析を行った．そのため，発達的な観点を持つコンピ
ュテーショナル・シンキング概念とプログラムの機能による 2 書類の評価基準を新たに作成した．分析の結果，小学
校 4・5・6 年生の間にプログラミング能力が向上するとともに，他人のプログラムを改造するリミックスやプログラ
ムのタイプが能力獲得に関連があることを示した．そして，発達的な観点を持つ評価基準が有効であることを示した．
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いるかを定量的に分析・評価する試みが行われてきた．こ

はじめに

れに対して，Scratch などのブロック型ビジュアル言語を対

新学習指導要領[1]で 2020 年度より小学校からプログラ

象にして，多様なプログラムの内容を定量的に分析・評価

ミング教育を実施することが明記された．文部科学省はプ

する試みが始まっている．

ログラミング教育の在り方について，
“発達の段階に即して，

国内では，森らが子供のプログラミング教育で広く使用

「プログラミング的思考」を育成すること”を示した[2]．

されている Scratch のプログラムを対象に，ブロック(テキ

このプログラミングの発達段階に関する情報は少なく，総

スト形式の一般プログラミング言語の命令にあたる)種別

務省の有識者ヒアリングと文献調査をもとにした報告では，

と使用数を測定し，課題によるプログラムの違いを明らか

“評価データは十分には得られていないため，本格的な論

にした[4]．薮田・山本は，同様に Scratch を使用した課題

理構成を必要とする教育は，9 才頃以降とし，今後，教育

で，小学校 5 年生に比べて 6 年生が，分岐構造の使用数が

の実践と評価を通じて開始時期を調整する必要があると考

大きく向上していることを示した[5]．

えられる．”と述べられている[3]．

海外では，より詳細な評価基準をもとに大規模に分析を

このように学習対象の発達段階が明確になっていない

行う研究が進みつつある．Scaffidi・Chambers は，Scratch コ

現状では，小学校の学年毎に適した教材の準備や指導のた

ミュニティ(Scratch の Web 開発環境に統合された SNS と作

めの基準が不明確である．そして，小中高校でプログラミ

品公開の場)に公開されているプログラムの中からアニメ

ング教育の系統性が曖昧であるため，現在の情報教育のワ

ーションを分析対象とし，約 120 個のブロックを 17 のカ

ープロや表計算のように各学校段階で同じ学習内容を繰り

テゴリーに分類した．さらに使用ブロックの総数を“深さ”，

返すということも予想される．

使用ブロックの種類数を“広がり”とする尺度で評価を行

本研究は，既存のプログラミング教育用の教材や実践事

い，一般的な予想に反して，この深さと広がりがプログラ

例，インターネットで一般公開されている子供の作成した

ミングの経験が進むほど減少することを示した[6]．

プログラムを定量的に分析することで，プログラミング能

Wilson らはプログラム概念・コーディング書法・デザイ

力の発達段階を明らかにするとともに，その能力獲得の要

ンの 3 つのカテゴリーと，その詳細として 22 の評価項目
表 1 Scratch 用プログラミング評価のフレームワーク

因や分析手法に関する知見を得ることを目的とする．

コンピュテーショ
ナル・シンキング
概念

プログラムの定量的分析の先行研究
これまで主に高等教育を対象に，コンパイルや実行時の

・順次
・反復型開発
・ループ
・テストとデバック
・イベント
・再利用とリミック
・並列処理
ス
・分岐
・演算子
・データ
注) 文献[8]を表として要約

結果を判断する，模範プログラムとの類似性の比較をする
など，特定の課題に対して正しくプログラムを作成できて
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で採点し，Scratch を使用したゲーム作成課題において

して，次の 2 種類を対象に分析を行った．

Primary 4, 5/6, 6/7 年の間でプログラムの得点に違いが無い

(1) プログラミング教育の実践者の経験知の分析

が，学年が上がるにつれて，独自のゲームを作成すること

Scratch が開発されてから 10 年以上経ち，国内でも実践

を示した(この理由として基礎的なプログラミングの学習

が進められている．プログラミング教育の実践者らは長年

時間が不足していたと指定している．)[7]．

の指導経験から子供のプログラミング学習の発達段階につ

Dasgupta らは， Brennan・Resnick の提案する Scratch 用

いて，各年齢の子供に適した教育内容などの経験知を持っ

プログラミング評価フレームワーク[8](表 1 参照)をもとに，

ていると想定できる．本研究では，これらの経験知が子供

コンピュテーショナル・シンキング概念(以後 CTC と略す)

に提供される教材や課題の内容に反映されていると考え，

の分岐やループなどに対応するように Scratch のブロック

現在国内で広く使用されている Scratch 用の教材や，実際

を分類して分析を行い，Scratch の Web 開発環境において

の学校の実践事例内のプログラムを分析の対象とした(表

リミックス(他人のプログラムをもとにプログラミングす

2 参照)．

る)が使用するブロックのレパートリーを増やすことに有

(2) Scratch コミュニティ内の子供のプログラムの分析

効であることを示した[9]．また，Xie・Abelson は Scratch よ

Scratch コミュニティで公開されている小学校 4～6 年生

り高度なビジュアル言語である MIT の Inventor で開発され

のプログラムを対象に分析を行った．Scratch コミュニティ

た一連のプログラムが，個人の開発経験が進むと，どのよ

では，個人情報保護の観点から使用者プロフィールに学年

うに変化するかを分析した．彼らは Scratch 用プログラミ

や年齢の情報は記載されていなことが多い．ただし，比較

ング評価フレームワークをもとにブロックを CTC ブロッ

的小学校 4～6 年生と自己紹介している子供が多くいたた

クと非 CTC ブロックに分け，使用総ブロック種類数を“深

め，その中でコミュニティ使用が 1 年未満で 10 個以上の

さ”，新たに使用したブロックの種類数を“広がり”とする

プログラムを公開している子供を対象とした(抽出は 2017

尺度を用いて，プログラムを作るごとに，CTC ブロックと

年 4 月 1～2 日に実施)．対象は表 3 に示すように 28 名で

非 CTC ブロックがともに，深さと広がりとして増加してい

あり，合計 871 本のプログラムの分析を行った．このよう

くことを示した[10]．

に収集したプログラムのため，1)Scratch コミュニティに参

以上のように，この分野の研究は始まったばかりで，ど

加している時点でプログラムに興味があると考えられ，一

のような評価基準が適切であるか，抽出されたデータをど

般の子供とは乖離していることが推測される，2)公開して

のように分析・解釈していくかの手法を試行錯誤で検討し

いるプログラムなので，実際に作成したプログラム全体で

ている段階であると考えられる．筆者らが，子供の Scratch

はない，3)公開の順番が必ずしも作成された順番である保

プログラミング場面を観察した範囲で，例えば，小 3-5 ぐ

証は無い，4)学年は，子供自身が記入したプロフィールか

らいの初心者でも 1～2 時間で If 文および If-else 文を使っ

ら特定した，の制約がある．さらに，3 学年分の被験者数

ている．仮に，多くの子供が短時間の学習で，分岐・ルー

が 28 名と十分でない．しかし，一般の子供が各自 20 本近

プなどの基本的なブロックを使用できるようになるならば，

いプログラムを作るという学習場面を設定すること自体が

Wilson らの先行研究のように単純に基本的なブロックの使

難しい．本研究は前述した制約はあるが，子供の数多くの

用有無でプログラミング能力を判断するだけでは，プログ

プログラムを定量的に分析する，国内では初めての試みで

ラミングを始めたばかりの子供を対象にしても，その能力

あると考える．

の獲得状況を弁別できないのではないかと考える．

3.2 評価基準と分析ツール

また，子供のプログラム作成場面を見ると，CTC を意識

筆者らは，プログラムの 2 種類の自動評価機能を持つ

することなく，むしろプログラミングの市販書などにある，

Scratch 用学習支援システムを開発した[16]．このシステム

ブロックを組み合わせて作る機能（例えば得点を計算する，

は会話型で一つ一つプログラムを評価する以外に，Excel シ

キャラクターをジャンプさせるなど）を覚えていくことに

ートに記述されたプログラム情報から大量に一括して評価

よってプログラミングを学習しているようであり，実際の

する機能も持つ．本研究では，このシステムを分析ツール

子供同士のプログラミングの教えあいでも，この機能単位

として使用した．以下にその 2 種類の評価基準を示す．

の質問・説明がよく行われている．そのため，CTC 以外に

① CTC 評価項目の基準

子供達が意識する機能の観点からプログラムを分析する方

本システムでは，子供のプログラミング能力の幅広い年

法も有効と考える．

齢の発達段階を意識した基準を作成するため，英国の教科
コンピューティングの発達段階ごとの学習目標を示した

分析方法

Computing Progression Pathways(以後 Pathways と略す)[17]か

3.1 分析対象

らプログラムに関連した内容を抽出し(表 5 参照)，それを

多くの先行研究と同様に，小学校のプログラミング教育

参考に評価基準を作成した．具体的には，CTC の分岐・ル

で広く使用されると考えられる Scratch のプログラムに関

ープなどの 8 つの分類のそれぞれについて，例えば“分岐”
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なら，if 文， if-else 文，if 文の入れ子を区別するなど，4 つ

供が使用する 63 種類の機能を選び出した．そして，それら

のレベルの項目(以後 CTC 評価項目とする)を設定した．ま

に対応したプログラムの特徴を，プログラム機能の検出基

た，先行研究で用いられている単一ブロックの判定に加え

準とした(図 1 参照)．

て，入れ子や変数共有などの CTC 評価項目は，複数のブロ

本システムを使用した評価結果を分析するにあたり，以

ックの関係を判断する処理となった(表 4 参照)．

上 2 つの基準を次のように数値化した．CTC 評価項目に関

② プログラム機能の基準

しては，プログラムで表 4 の各項目を使用している場合に，

機能に関して，まず Web 上の Scratch 入門プログラムや

単純に 1 点として加算して“プログラム CTC 得点”とし

Scratch の入門書籍内のプログラムを分析して，初心者の子

た．プログラム機能に関しては，含まれている機能数を

表 2 分析対象の教材および実践事例
本稿
略称
Why

タイトル

種別

Why! プログラミング[11]

Koka プログラミング入門(子供の
科学)[12]
小学生からはじめるわくわくプ
ログラミング 2[13]
Scratch(スクラッチ)でつくる!
たのしむ! プログラミング道場
[14]
プログラミング学習実践事例集
(品川区立京陽小学校)[15]

Koka
Waku
Dojo

京陽

テレビ
番組
Web
雑誌
Web
書籍
書籍

実践
報告書

概要
11 回のテレビ番組で，楽しみながら Scratch と
プログラムの考え方を学習．視聴者がプログラ
ムを投稿する Web サイトあり．
最終的に Scratch でゲームを作ることを目標
に，主にゲームを題材にしたプログラム．
Scratch の全くの初心者を対象にした，各教科
に対応した内容のプログラム．
世界的なプログラミング教室の CoderDojo の国
内各地の主催者が実際に使用している初心者向
けプログラム．
京陽小学校での小 1～6 の各学年での実践報
告．

プログラ
ム数
10

対象学年

9

小中学生
[技術 小 5～
6・中]
雑誌の中心読
者層は小 5～6
小学生
初心者
Scratch 初心者

6

小学生

27
7

表 3 分析対象の Scratch コミュニティの子供とプログラム
人数
小4
小5
小6
全体

8
9
11
28

総プログラ
ム数
232
281
358
871

総
自作数
137
208
283
628

総リミック
ス数
95
73
75
243

平均プログ
ラム数
29.0
31.2
32.5
31.1

平均
自作数
17.1
23.1
25.7
22.5

平均リミック
ス数
11.9
8.1
6.8
8.7

平均 Scratch コミュニ
ティ参加期間
28.6 週
24.9 週
20.6 週
24.3 週

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇

3
4
1
2
3
4
1
2

論理演算子
If (- else)の入れ子
無限ループ
ループ回数指定
終了条件付きループ
ループの入れ子
複数のスプライト*

3

引数のあるカスタムブ
ロック

4

カスタムブロック

クローン***

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

**

〇
〇
〇
〇

〇
〇

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

〇
ユー ザ イ ン タ フ ェー
ス

モデ ル
モジ ュー ル共有

1

〇

1
2

CTC 評価項目
変数利用
異なるスプライトで変
数共有
リスト型変数利用
クラウド変数利用
特定キーによる起動
マウス操作による起動
背景変化による起動
タイマー等による起動
背景変化を介した連携
同一スプライトでのメ
ッセージの使用
他のスプライトへのメ
ッセージでの連携
メッセージ後の Wait
での連携

〇

〇

〇

〇

〇
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〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

単一スクリプトで複数
1
文字入力の使用
〇
のカスタムブロック
2 異なるスクリプトでカ
2
〇
キーの検出
〇
スタムブロックの利用
3 異なるスプライトで同
3
〇
マウスクリックの検出
一カスタムブロックの
利用
4 カスタムブロックの再
4 マウスの座標位置の利
帰的呼び出し
用
* Scratch ではスプライトが一つのオブジェクトであり，その中にプロシジャーとして複数のスクリプトを持つ．
** 一般のプログラミング言語のサブルーチンに対応．
*** 自身のスプライトの複製を作る．
/
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Why

If - else

分類

Koka

〇

京陽

Why

〇

Dojo

Koka

〇

Waku

京陽

〇

連携 ・同期

モジ ュー ル

〇

発動 ・ト
リガ ー

ループ

CTC 評価項目
If

Dojo

1
2

デ ー タ利 用

分岐

分類

Waku

表 4 CTC 評価項目と教材および実践報告の分析結果

〇
〇

〇
〇
〇
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表 5 英国の教科コンピューティングのプログラミング教育に関する学習目標と分析対象の教材の対応
学年
発達段階

分岐

演算子

ループ

Year 1-6 (入学年齢は 5 歳より)
3
4

2
ループや if 文
等の分岐を使
った簡単なア
ルゴリズムを
設計．
ステートメン
トの中で算術
演算子を使用

if-else 文を含む
分岐の流れ，を
プログラムの
中で使用

プログラムの
中でループを
使用

until 等 の 後判
定ループを使
用

if 文と if-else 文
の違いを理解
し，それらを適
切に使用
変数と比較演
算 子 を ， ルー
プ終了判定を
制御するため
に使用

論理型等の演
算子と数式を
プログラムの
制御で利用

適切なデータ
の型を選択

Waku の内容に対応

7

Year 10-11
8

(ビット)反転
の演算子を理
解し使用

繰り返しがル
ープであるこ
とを理解

変数の宣言と
割り当て

データ利用

6
入れ子(ネス
ト)になった分
岐文を使用

問題分割し，
個々の部分に
対しての個別
の解決方法を
作成

モジュール

注)

Year 7-9
5

前判定と後判
定の違いを理
解し利用

While ループと
For ループの違
いを理解

引数を持つ関
数の必要性を
認識し，独自の
関数を作成

引数の受け渡
しについて理
解して利用

再帰を利用し
た問題の解決

一次元配列構
造を理解し利
用

変数のスコー
プを確認

二次元配列構
造を理解し利
用

Waku と Why の内容に対応

教育実践者の経験知の分析結果と考察
表 4 に，各教材および実践事例のプログラムが CTC の

ピンポン

どの項目を含んでいるかを示した．初心者向けの Waku と
Dojo で，
“分岐”は if-else, “ループ”は終了条件付きルー
プ,“データ”は単純変数のスプライト(オブジェクト)での
共有と，基本的な項目を使用している．ただし，Scratch で
は Pathways の Year 7 にある一次元配列はリスト型変数で
あり，初心者向けの“Dojo”では，これを使用している．
これはクイズ形式のプログラムが入っているためで，
Scratch では質問内容をあらかじめリスト型変数に手作業

壁反射

で格納する実装が一般的であり，リスト型変数に対する複
雑な操作は含んでいない．これらに対して，初心者から小

使用例

機能

壁反射

画面枠での反
射

ピンポン

特定の色に触
れた場合の反
射

学校高学年を対象とした Koka と Why では，“分岐”での

Scratch 内部プログラムの
検出パターン
"['doUntil' |
'doForever'| 'doRepeat'
…['bounceOffEdge'"
"['doIf'|'doIfElse'
['touchingColor:' …
['heading: … ]"

論理演算子の使用や入れ子なども含む．さらにモジュール
も使用しており，スプライトを起動する“発動・トリガー”
もマウス操作や背景変化など多様になっている．なお，ル
ープの入れ子はプログラムで幾何学的な模様を描く場合に
使用されることが多い．

図 1 プログラム機能例

これらの一般的な教材に対して，学校現場で実際に作成
する京陽のプログラムに関しては，CTC として絞り込まれ

“プログラム使用機能数”とした．また，子供の評価につ

た内容を扱っているようである．これは阿部がこのカリキ

いて，その子供が今までどの CTC 評価項目と機能をプログ

ュラムのポイントとして“いずれも子供たち自身が自分な

ラム内で使ってきたか一括して把握できるように，個々の

りにプログラムを書いて表現していることである”と述べ

プログラムの結果を合算(和集合)して，“個人 CTC 得点”

ているように[18]，あえて CTC として簡単なプログラムで

と“個人使用機能数”とした．なお，自作プログラムとリ

子供達の創造性に重点を置くようにしているとも推測でき

ミックスを分けて集計した．

る．但し，小 6 ではリスト型変数をループの入れ子で操作
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図 2 学年別の個人 CTC 得点(自作)の平均±SD

小6

図 3 個人 CTC 得点(自作)の分布

マウスの座標位置の利用

マウスクリックの検出

文字 入力の使用

キーの検出

での連携
メッセージ後 の Wait
他のスプライトへ
のメッセージでの連携

同 一スプライトでのメッセージの使用

背景変 化を介した複数スクリプトでの連携

タイマー等による起動

マウス操作による起動

背景変 化による起動

特定キーにより起動

クラウド変数利用

異なるスプライトで変数共有

リスト型変数利用

変 数利 用

異なるスプライトで同 一カスタムブロック利用

カスタムブロックの再帰的 呼び出し

異なるスクリプトでカスタムブロックの利用

小6

単 一スクリプトで複数 のカスタムブロックの利用

引数 のあるカスタムブロック

クローン

カスタムブロック

図 4

ループの入れ子

小5

複数 のスプライト

終 了条件付きループ

小4

ループ回数指定

無 限ループ

の入れ子
If (- else)
論理演算 子

If - else

If

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

小5

学年ごとのCTC評価項目の使用率(学年で使用した子供/学年の子供の人数)

だし，再帰的呼び出しについては，Pathways では Year 10-

し素数を求めるという，やや高度な課題であった．
英国の Pathways に，Waku と Why が含む CTC 評価項目

11 の学習内容になっている．分析の結果，小 4 では全く使

をマッピングした(表 5 参照)．Pathways 自体が，その発達

用せず，小 6 で半数が使用することがわかり，Pathways で

段階の根拠について明確にしていないため情報教育に関わ

定義したよりも低い学年でも使用可能であると推測される．

る有識者の経験から作成したと考えられるが，Waku と Why

子供のプログラムの分析結果と考察

とある程度の類似性がある．また引数のあるカスタムブロ

5.1 発達段階に関する分析

ックは，Koka には含まれ，Why には含まれないが，Pathways

(1) 学年間の CTC 評価項目に関する比較

では Year 7 に割り当てられることから，Pathways の表中の
発達段階 5 及び 6 の学習目標が，国内の小学校高学年から

学年別の個人 CTC 得点(自作)の平均を図 2 に示す．分散

中学校の発達段階に位置づけられることが推測される．た

分析を行った結果，学年の効果は有意であった（F(2,25）
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=3.641, p<0.05）．ただし，テューキーHSD を用いた多重比

のプログラムを作るほどプログラミング能力は向上すると

較によれば，各学年の間に有意差はなかった(小 5-小 4:

推測される．分析の結果，公開数と個人 CTC 得点(自作)に

P=0.959, 小 6-小 4: P=0.062, 小 6-小 5: P=0.095)．図 3 に学

は，やや相関がみられた(r=0.46)．対象者の中に毎日プログ

年別の個人 CTC 得点の分布を示す．小 6 は比較的高い得

ラムを公開する子供がいたように，学習量としては単なる

点をとる子供が多いが，小 4・5 でも同様に高い得点の子供

期間ではなく，作成したプログラム数が適切な指標になる

がいる．

と考えられる．ただし，図 8 に示すように，多くのプログ

さらに各 CTC 評価項目について，各学年で使用している

ラムを公開していて個人 CTC 得点(自作)の低い子供はいな

子供の割合を図 4 に示す(全員その項目を使用していた場

かったが，公開数が少なくても得点が高い子供はいる．3.1

合は 100%)．小 6 と小 4・5 を比較した場合，論理演算子，

節で述べたように，公開数よりも多くのプログラムを実際

if の入れ子，終了条件付きのループ，ループの入れ子，カ

は作成している子供がいると考えられる．

スタムブロックに関する各項目，“ユーザインタフェース”

(2) リミックス

の各項目において，小 4・5 で使用している人の割合が低い

リミックスは他人のプログラムを手本にして学習する

ようである．この点は，前述した，プログラミング教育の

機会と考えられている．そこで，リミックスしたプログラ

実践者の経験知において，高度な分岐やループの使い方と，

ムに多くの CTC 評価項目が含まれていれば，子供が自作し

カスタムブロックに関する項目を高学年で学習するように

たプログラムにも多くの CTC 評価項目が含まれるように

していることと一致しているようにも考えられる．

なると仮定した．分析の結果，自作とリミックスの個人
CTC 得点には，やや相関がみられた(r=0.55)(図 9 参照)．た

(2) 学年間のプログラム機能に関する比較
学年別の個人使用機能数(自作)を図 5 に示す．学年が上

だし，相関が仮にあったとしても，子供がリミックス時に

がると増えるように見えるが，個人のばらつきも大きく，

他人のプログラムから，新しいプログラミング方法を習得

分散分析を行った結果，学年の効果は有意でなかった

したという因果関係を説明したわけではない．また，キャ

（F(2,25）=1.999 ,p = 0.156）．

ラクターの絵を少し変えただけでもリミックスとなるため，

また，個人 CTC 得点(自作)と個人使用機能数(自作)には，

今後は元になったプログラムからどのように変更したか，

やや相関がみられた(r = 0.60)．図 6 に示すように，CTC 得

リミックスの CTC 評価項目やプログラム機能が，その後の

点が低く使用機能数が多い子供はいないが，CTC 得点が高

自作プログラムに使用されていたかなどの，リミックス自

く使用機能数が少ない子供はいる．前者については，今回

体の質を含めて多面的に確認する必要がある．

使用した各プログラム機能自体に CTC 評価項目の要素を

(3) プログラムのタイプ

含むため，多くの機能を使用した子供は同時に個人 CTC 得

MIT は Scratch のプログラムを，アニメーション，ゲー

点も高くなると考えられる．後者については，例えばデジ

ム，ミュージック，デジタルアート，電子絵本などにタイ

タルアートに多くみられるように，あまり機能を使わずに

プに分類している[19]．そこで，筆者らは対象の全プログラ

高度なプログラムを作っていることも推測される．さらに，

ムの内容を確認し，タイプの情報を付加して，タイプとプ

同一機能でも様々な実現方法があり，現在の検出パターン

ログラミング能力の関連を分析した．図 10 に示すように，

では検出できないことも十分考えられる．

他のタイプに比べて，ゲームはより多くの CTC 評価項目を
含むプログラムが作成されていると考えられる．Scaffidi・

(3) 学年間のブロック数に関する比較
作文では，学年が上がるほど長い文章を書けるように，

Chambers の先行研究はアニメーションを対象としたが，こ

子供のプログラミングにおいても学年が上がると，より大

れらのプログラムが高度なプログラミングを必要としない

きなプログラムが作成できるようになると考え，学年別の

と仮定すると，学習が進んでも，あまりプログラムに変化

プログラムのブロック数を比較した．なお，ブロック数に

がなかったと推測される．

ついては，Dasgupta らの先行研究を参考に対数変換を行っ

まとめと今後の予定

た．図 7 に，ブロック数ごとのプログラム数の分布を示す．
各学年の差異について明確な違いは断定できないが，少な

本研究では，プログラミング能力の発達段階を明らかに

くとも小 5・6 では千数百ステップ以上の大きなプログラ

するため，主として Scratch コミュニティ上の子供のプロ

ムの作成ができる子供がいる．

グラムを CTC の観点から分析し，小 4・5 では基本的な分
岐・ループ・変数などが使用できることと，小 6 になると，

5.2 プログラミング能力獲得の要因に関する分析

さらに入れ子やカスタムブロックなど，より高度なことが

(1) コミュニティ参加期間と作成プログラム数
コミュニティの参加期間が長いとプログラミング学習

可能になることを示した．そして，これらの結果は教材や

時間が長く，プログラミング能力が向上すると推定される

Pathways の教育実践者の経験知とも一致し，これらの経験

が，参加期間と，公開数(r=0.02)および個人 CTC 得点(自

知自体を検証したとも考えられる．ただし，ブロック数に

作)(r=0.07)にはほとんど相関がみられなかった．また，多く
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