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相互評価を伴うスモールステップ化を導入した
子ども向けプログラミング学習支援システム
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概要：近年，子ども向けのプログラミング教育が以前に増して注目を集めている．子ども達がプログラミ
ングを通じて学習を行う意義として，コンピュテーショナル・シンキングの育成がある．本稿では，スモー
ルステップ化された学習課題に取り組みながらプログラムが正しく動作しているのかを相互評価するよう
な機能により，子ども達が他者と関わり合いながらコンピュテーショナル・シンキングを育むことができ
るようなプログラミング学習支援システムを提案する．また，本システムをプログラミングワークショッ
プに適用して得た知見について述べる．
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Abstract: In recent years, programming education for children has been gaining much attention. One of
the purposes of learning with programming is to foster computational thinking. In this paper, we propose
a programming learning system with which children can work on programming projects introducing small
steps and mutually evaluate whether their project performs correctly, leading to acquiring computational
thinking skills while they interact each other. We also show our findings obtained by applying this system
to a programming workshop.

1. はじめに

能力は，後述する「コンピュテーショナル・シンキング」
と呼ばれる思考プロセスとも共通することが多い．このよ

子ども向けのプログラミング教育として，以前から様々

うな中で，日本におけるプログラミング教育の意義や在り

な取り組みが行われてきた [1][2][3]．また，2020 年度より

方について認識の共有を図り，円滑な実施につなげるため

初等教育でプログラミング教育が必修化されることが政府

に開催された文部科学省主催の有識者会議では，プログラ

の会議で決定された [4] ことに伴い，プログラミング教育を

ミング教育の目的は「プログラミング的思考」を育むこと

先行的にカリキュラムに採り入れている例も見られる [5]．

であり，また，「主体的・対話的で深い学び」の実現に資

初等教育におけるプログラミング教育の目的は，プログ

するプログラミング教育とするために，一人で黙々とコン

ラマになることを直接の目的とするのではなく，プログラ

ピュータに向かっているだけで授業が終わることのないよ

ミングを通して，批判的思考力や問題解決能力といった

う留意が必要であると述べられている [7]．

「21 世紀型スキル」を身につけることにある [6]．これらの

このような考え方に基づき，本稿では，学習課題のス
モールステップ化を行うことで，子供が他者と関わり合い
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ながらコンピュテーショナル・シンキングを育むことがで
きるようなプログラミング学習支援システムを提案する．
また，そのようなシステムを小学生を対象としたプログラ
ミングワークショップに適用して得た知見を示す．
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2. コンピュテーショナル・シンキングを育む
プログラミング学習
本章では，コンピュテーショナル・シンキングと相互評
価，学習課題のスモールステップ化について述べる．

グにおいて解決方法の実行・評価を十分に行ってから，次
の問題を体系化していくことに相当する．したがって，学
習者同士の対話を促すという観点においては，コンピュ
テーショナル・シンキングにおける「解決方法の実行・評
価」の部分に相互評価を導入することが有効であると考え
られる．

2.1 コンピュテーショナル・シンキング
コンピュテーショナル・シンキング [8][9][10] とは，問題
解決を行う際の思考プロセスである．コンピュテーショナ

2.3 学習課題のスモールステップ化
スモールステップ化とは，大きな課題を達成するために，

ル・シンキングのプロセスは，一般的に図 1 のように示さ

それを段階的に達成していけるよう，細かく課題設定を行

れる．問題の体系化，解決方法の表現，解決方法の実行・

う手法である．学習課題をスモールステップ化して示すこ

評価を繰り返していくことにより，最終的な問題を解決す

とで，問題をどの部分から解決すれば良いのか，どういっ

る．簡単に解決できない大きな問題を，小さな問題にわけ

た手順で解決していけば良いのかがわかりやすくなる．そ

て一つずつ解決していくことで，元の大きな問題を解決す

うすることで，コンピュテーショナル・シンキングのサイ

ることができると言われている．

クルを上手く回すことができると考える．
また，学習課題をスモールステップ化することは，プロ
グラミング学習の過程において相互評価が何度も行われる

問題の体系化

ことに繋がり，対話的な学習を促進することにも繋がると

（抽象化）

考える．

2.4 関連研究
解決方法の
実行・評価

中学生のプログラミング学習において，課題設定のス
解決方法の表現

モールステップ化を行っている研究がある [11]．この研究

（自動化）

では，完成しているプログラムをスモールステップ化して，

（分析）

それぞれを課題として中学生に与えている．また，中学生
図 1

コンピュテーショナル・シンキング

がそのコードの一部を削除・修正することで，そのプログ
ラム文が何を意味しているのかを帰納的に推察して学習し

図 1 のサイクルを上手く回せるようになることが，プロ

ている．スモールステップ化することで，基礎の積み重ね

グラミング的思考の育成につながると考える．ここで，コ

を行うことができ，プログラミング学習の手助けになって

ンピュテーショナル・シンキングのサイクルを上手く回す

いる．

ためには，問題の体系化に着目する必要がある．問題を解

コンピュテーショナル・シンキングをもとにしたプロ

決するためにはどの部分から解決すれば良いのか，どうい

グラミング学習支援システムの開発を行っている研究も

う手順で行えば良いのかがわかっていなければ，問題を解

ある [12]．この研究では，子供が自由にプログラミングを

決することができない．大きく複雑に見える問題でも，少

行って学習を行う，いわゆるメイキング型の学習方法を採

しずつ紐解いていくことで理解することができる．

用している．この研究でも述べられている通り，メイキン

プログラミング学習においてコンピュテーショナル・シ

グは知識の活用・創造をめざし，スモールステップは知識

ンキングのプロセスを回すことを考えた場合，自分一人で

の定着・確認を目指したものである．子供が作成したプロ

問題を解決していくこともできるが，前述したように，一

グラムは，自動評価機能によって評価を行っている．

人で黙々とコンピュータに向かっているだけで授業が終

本研究では，小学生を対象とした，スモールステップ型

わってしまうということにも繋がりかねない．したがっ

のプログラミング学習システムの開発を行う．また，相互

て，コンピュテーショナル・シンキングのプロセスに，学

評価を導入することで，対話的学習を促進する．

習者同士での対話を促すような仕組みを導入することが必
要である．

3. 提案システム
本章では，提案するプログラミング学習支援システムの

2.2 相互評価

概要と機能および実装について述べる．

プログラミング学習を進めていく上で，自分の作ったプ
ログラムが正しく動作しているのかを確認することは非常
に重要である．これは，コンピュテーショナル・シンキン
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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3.1 システム概要

の課題を説明した文章と，そのステップ課題で使用するブ

3.1.1 ステップの構成

ロックが閲覧できる．「できた」ボタンを押すと，実行確

本研究では，MIT Media Lab. が開発したプログラミン

認画面へと遷移できる．課題画面と実行確認画面からは，

グ環境 Scratch[13] を用いて，ゲームを作るような学習課

チェックパスワード入力画面へ遷移できる．

題を想定する．Scratch では，ブロック状になっている命

3.2.2 相互評価機能
実行確認画面には，そのステップで作成した機能が正し

令を組み合わせることによってプログラミングを行う．
ゲームを作るような学習課題に対して，キャラクターを

く動作しているかどうか，確認を行うべき内容が示される．

動かしたり，当たり判定を行ったりするような機能を順序

この画面で自己評価を行った後，チェック画面へ遷移する．

立てて構築していけるように，スモールステップ化を行う．

チェック画面では，チェック項目とともにチェックパス

図 2 に示すように，一つのステップは，実現すべき機能を

ワードが表示される．このチェックパスワードを他者のタ

記述した文章と，実現するのに必要なブロックによって提

ブレット端末のチェックパスワード入力画面で入力しても

示される．スモールステップ化された課題は，学習者が用

らうことで，自身はクリア画面へと遷移することができる．

いる端末上に表示される．

チェックパスワード入力画面へは，課題画面，実行確認画
面，クリア画面から遷移できる．チェックパスワードは，
チェック画面を開く度に，毎回ランダムに生成されて表示
される．

図 2

ステップの構成要素

3.3 実装
本システムは，ステップ課題の閲覧やチェックを行うク

3.1.2 相互評価の導入
スモールステップ化された課題を達成していく上で，解

ライアントアプリケーションと，課題のコンテンツやユー
ザの情報を管理するサーバによって構成されている．

決方法の実行・確認を正しく行い，対話的な学習を実現す

学校やワークショップなどでは，それぞれの事情で利用

るため, 一つのステップが正しく達成できているかどうか

できる端末や OS が異なっている．教育においては，端末

を学習者間で確認してから，次のステップへ進むことがで

の種類に依存しない，誰もが利用できるようなアプリケー

きるような機能を導入する．具体的には，ステップに示さ

ションを目指す必要がある．そこで，クライアントアプリ

れた課題の内容を達成できているかどうかを他の学習者に

ケーションの開発には，マルチプラットフォームアプリ

確認してもらうように促す画面を用意し, 他の学習者に暗

ケーションが開発できる Monaca*1 を利用した．Monaca

証番号を入力してもらうことによって，次のステップに進

でのアプリケーション開発には，HTML5 と JavaScript を

めるようにする．

用いている．
また，サーバには Monaca と連携可能なニフクラ mobile

3.2 機能の説明

backend*2 を利用した．サーバではユーザ情報と課題の

3.2.1 システムの画面構成

チェック状況の管理をデータベース機能を用いて行って

本システムは以下の 6 つの画面から構成されている．

• ログイン画面
• 課題画面

いる．

4. 評価

• 実行確認画面
• チェック画面

本章では，本システムを用いたプログラミング学習の実
践と結果，考察について述べる．

• クリア画面
• チェックパスワード入力画面

4.1 実践概要
NPO 法人スーパーサイエンスキッズが主催するプログ

それぞれの画面の例を図 3 に示す．また，画面遷移の流
れを図 4 に示す．
はじめに，システムへのログインを行う．ユーザの登録

ラミングワークショップで，本システムを使用した適用実
践を実施した．
評価は，本システムの利用ログと実践風景の撮影記録，

を行ったことがある場合は，ログイン画面からログインを
行う．未登録の場合は，
「新規登録」ボタンを押すことで，

実践終了後のアンケートによって行った．Scratch を用い

新規登録を行える．

てプログラミングを行う端末にはノートパソコンを使用

スモールステップ化された課題は 1 ステップずつ閲覧で

し，本システムのクライアントアプリケーションの利用に

きる．また，取り組み中のステップ以外は閲覧することが

*1

できないようになっている．課題画面では，そのステップ

*2
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ログイン画面

課題画面

実行確認画面

チェック画面

クリア画面

チェックパスワード入力画面

図 3

画面の例

ログイン画面

課題画面

自分の端末

実行確認画面

チェック画面

他者の端末

チェックパスワード入力画面

クリア画面

図 4

画面の遷移
図 5

はタブレット端末として iPad を用いた．

4.2 実践内容
今回の実践では，図 5 に示すような「雪遊びゲームを作
ろう！」というテーマのもとで作品を制作した．このゲー
ムは，Scratch にあらかじめ含まれている背景画像とスプ

雪遊びゲームの画面

場所： こどもみらい館（京都府京都市）
日時： 2017 年 12 月 17 日，13:00〜14:40（100 分）
参加者： 小学 3 年生 2 名，小学 4 年生 1 名，小学 5 年生

1 名，小学 6 年生 2 名，計 6 名

ライトを用い，雪景色の中でランダムな位置から落ちてく

実践では，2 人 1 組で計 3 組のペアを作り，ペアごとに

る雪を左右の矢印キーでクマを操作してキャッチするとい

相互評価を行った．ペアの内訳は，Scratch 経験者同士が

うものである．雪に触れる度にクマが大きくなり，画面の

1 組，初心者同士が 1 組，経験者と初心者のペアが 1 組と

上の方に表示されている星に触れるまで大きくなるとゲー

なっている．

ムクリアとなる．また，一定時間おきにクマの大きさが小
さくなる．

実践時間の最初の 30 分は Scratch の基本的な使い方を
練習した．また，本システムのチェックパスワード入力等

このようなゲームの制作工程をスモールステップ化し

の練習を行うためのチュートリアルとして用意されたス

て，課題として iPad 上で表示する．スモールステップ化

テップ 0 と，背景とキャラクターを貼り付ける作業となる

された課題は表 1 のようになっている．ゲーム完成までの

ステップ 1 は，全員で一緒に行った．ステップ 2 からは各

11 ステップに細分化された課題を順にクリアしていくこと

自でステップに沿ったプログラミングを行った．プログラ

で，目標の「雪遊びゲーム」を作成する．

ミング中は，大学生のサポーターが教室内を巡回しており，

実践を行った場所，日時および実践への参加者は以下の
通りである．
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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表 1
番号

表 2 アンケートの内容と結果

スモールステップ化された課題

課題

1

背景とキャラクターを貼り付ける

2

クマが右に動くようにする

3

右向き矢印キーを押している間だけ右に動くようにする

4

左向き矢印キーを押している間だけ左に動くようにする

5

雪が落ちてくるようにする

6

下まで落ちたら上に戻るようにする

7

いろんなところから落ちてくるようにする

8

クマが雪に触れたら大きくなるようにする

9

ゲームが始まるときに，クマの大きさが元に戻るようにする

10

星に触れたら「ゲームクリア！」と言う

11

10 秒おきにクマが小さくなるようにする

4.3 実践結果

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

4.3.1 アンケート結果
アンケートの内容と結果を表 2 に示す．また，Q4 と Q7
では，それぞれ一つずつ無効な回答が存在したため，それ
らを除いた結果となっている．

Q6

Scratch 経験者・初心者に関わらず，本システムを用い
たプログラミング学習への満足度は高かった．また，相互

Q7

評価を行うことは，課題を進める上で役立つという回答が
多かった．

4.3.2 ログ結果

Q8

ステップの進度を表したグラフ（以下，グラフ 1 と記
す）と，それぞれのステップに費やした時間を表したグラ
フ（以下，グラフ 2 と記す）を図 6 に示す．また，被験者

6 名をそれぞれ参加者 A，B，C，D，E，F として，ペア
をそれぞれグループ X，Y，Z として示す．ステップ 0 と

Q9

質問文
回答数
スクラッチを使ったことがありますか？（単独回答）
1. ある
3
2. 今日初めて使った
3
作品づくり順調に進めることができましたか？（単独回答）
1. とてもできた
5
2. できた
1
3. ふつう
0
4. できなかった
0
5. 全然できなかった
0
その理由を書いてね（自由記述）
・ 大学生の人々がおしえてくださったから.
・ 今までに使ったことがあるから.
・ たのしくて
・ 1時間とかの時間でおわったから.
・ きいたりしてできたから
ほかの人にチェックしてもらうのはためになりましたか？（単独回答）
1. とてもためになった
3
2. ためになった
1
3. ふつう
1
4. ためにならなかった
0
5. 全然ためにならなかった
0
その理由を書いてね（自由記述）
・ 本当にできているか, かくにんできたから.
・ チェックしてもらうことで正確に作業を進められるから.
・ まちがえたらやばそうだから
・ 分からない部分とかはとなりの人に聞くとわかった.
・ 自分で「できた」という自かくがあっても, プログラムをまちがえていたり,
長くなっていたりするけど, 2人だと気づき合えるから.
わからないことがあった時, 誰かに相談しましたか？（複数回答）
1. ほかの人に聞いた
3
2. サポーターに聞いた
5
3. じぶん一人で解決した
0
今日のアプリは使いやすかったですか？（単独回答）
1. とても使いやすかった
3
2. 使いやすかった
2
3. 使いにくかった
0
4. とても使いにくかった
0
今日のアプリをまた使いたいと思いますか？（単独回答）
1. とても使いたい
4
2. 使いたい
2
3. 使いたくない
0
4. 全然使いたくない
0
今日のアプリを使ってみた感想を自由に書いてね（自由記述）
・ 打ちこむのは手間がかかるけど, 「おわった」と画面に出ると
たっせいかんがあるから.
・ はじめてだけどできてよかった.
・ おもしろかった
・ とてもたのしかった
・ 楽しく学べました.

1 はプログラミング学習とは直接的関係のない作業であっ
たため，結果として重視はしない．
グラフ 1 の結果から，グループ X と Y は，ペアで同じ

度がほとんど同じであった．これらのことから，課題は個

ような進度で課題を進めていたが，グループ Z は個人で進

人の進度で進めることができるが，互いに協力しながら課

み具合が異なっていたことがわかる．また，グラフ 2 の結

題を進めることに喜びを感じ，教え合い学習が行われてい

果から，多くのステップが 5 分以内にクリアされているこ

たように見える．したがって，「主体的・対話的で深い学

とがわかる．時間がかかっていても，ほとんどが 10 分以

び」を実現できていたのではないかと考える．

内にクリアしていた．ステップ 0 と 1 を除いた，一つのス

チェック時以外の会話が少なかったペアは，課題の進度

テップに費やした時間の平均は 4.6 分であった．

が異なっていた．このペアは Scratch 経験者と初心者のペ

4.3.3 観察結果

アであったことから，これが進度が異なった要因ではない

2 組はよく会話をしながらプログラミングをおこなって

かと考える．また，実験では，必ず教え合いをしなければ

いたが，1 組はチェック時以外はあまり会話していなかっ

ならないとしていたわけではなかったので，会話が行われ

た．よく会話していたペアには，図 7 のように，相手に寄

るかどうかは，被験者の性格や相性に依存していたことも

り添って教える行動が見られた．また，動作が上手くいか

一因ではないかと考える．

ない原因をペアで共に考えることで，発見できていた．ス

一方で，このペアでも，チェックされることはために

テップクリア時には，ペアで喜びを分かち合うような会話

なったと両者が回答していたことから，自己確認で完結し

がされていた．

てしまうよりも，客観的に課題をクリアしていると認めら
れることの方が, より大きな達成感へと繋がっているので

4.4 考察

はないかと考える．

ステップクリア時に，課題を達成した喜びをペアで分か

ほとんどの被験者が作品づくりを順調に行えていると感

ち合う様子が見られた．また，よく会話していた 2 組は進

じていたことから，スモールステップ化した課題を提示
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グラフ2：一つのステップに費やした時間

グラフ1：ステップの進度
図 6

ログ結果

ル・シンキングを育むことができるようなプログラミング
学習支援システムを提案した．実際にこのシステムをワー
クショップで適用した結果，子供同士で教え合いながらプ
ログラミング学習を行う様子が観察された．また，Scratch
のプログラミング経験に関わらず，課題を進められる様子
がみられた．
今後の課題として，本システムを学習者に繰り返し使用
してもらうために，学習課題のバリエーションを充実させ
る必要がある．また，現状の実装においては，新たにスモー
ルステップ化した課題をシステムに登録するには，ステッ
プ一つ一つのコードを書き換える手間が必要なので，これ
図 7

教えている様子

を解決し，新たな課題追加を行いやすくする必要がある．
本システムをより多くの子ども達に利用してもらった結

していくことは有用であったと考える．しかし，一つのス
テップに費やした時間がステップによってばらついていた
ことから，ステップ毎の課題の難易度等が均等ではなかっ

果や，繰り返し使用したことによる効果を検証するために，
今後も継続して実践と評価を行っていきたいと考えている．
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