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B 分類でのプログラミング教育サイト（ビスケット）デモ
～プログラミングと教科での経験学習“EXLIPS” の流れ～
竹林芳法†1
概要：2016 年 8 月から 3 年間,小学校教員の立場で,2020 年から実施される小学校の教科内でのプログラミング教育で
使用するための教材研究を行ってきた．事例の大部分はビジュアルプログラミング言語ビスケットを活用したもので
ある. ビスケットを活用した B 分類のプログラミング事例サイト制作に取り組み，2019 年 6 月 9 日に公開した．筆者
が SSS2017 のポスターセッションで発表した内容をさらに発展させ，3 分程度で作成できる B 分類でのプログラミン
グ事例デモと，公開しているビスケットを用いた小学校プログラミング教育事例サイトを紹介する．
キーワード：小学校プログラミング教育，B 分類，ビスケット，経験学習，HTML&CSS

Demonstration of an Original Site about Programming Education
in B Classification
~Practice Examples of
Experiential Learning in Programming &Subjects~
(“EXLIPS”)
YOSHINORI TAKEBAYASHI†1
Abstract:

Since August 2016, for three years, under the position of an elementary school teacher, we have been

conducting research on teaching materials for use in programming education in the subjects of elementary schools, which will be
implemented from 2020. Most of the examples use the visual programming language “viscuit”. I worked on the creation of a
programming example site in B classification using biscuits and released it on June 9, 2019. I will further develop the contents
presented at the poster session of SSS 2017 by the author and introduce programming case demos in B classification that can be
created in about 3 minutes, and an elementary school programming education case site using viscuit that are open to the public.
Keywords: Programming Education in Elementary School, B classification, viscuit, Experiential Learning, HTML&CSS

ング教育を行う研究に取り組んできた.その中で出会った

1. はじめに

ビスケットに可能性を感じたのは，
覚えるルールが少なく，

小学校でのプログラミング教育は，2018 年 3 月に公開さ

限られた時間を純粋に教材研究の視点に集中できたからで

れた「小学校プログラミング教育の手引（第一版）
」によっ

ある．本研究で紹介するサイトには，学習指導要領との関

て A～F に分類された.筆者はその B 分類「学習指導要領に

連や経験学習のサイクルを参考にして，ビスケットでのプ

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

ログラミングを活用した授業の素案を添付した.B 分類で

を指導する中で実施」におけるプログラミング教育に焦点

プログラミングを教科内に日常的に組み込めば，教員や児

を当てた.特徴は①経験学習の考え方を参考にしているこ

童がプログラミングに触れる時間が増え，成功体験として

と②授業の流れの一般化を試みていること③ビジュアルプ

のプログラミング原体験をより獲得できると考えている．

ログラミング言語「ビスケット[a]」の活用に特化している
ことの 3 点である.本研究は「ビスケットによるプログラミ
ングと教科での経験学習」(Viscuit Experiential Learning in

2.ビスケットのプログラミングとプログラミン
グ教育で活用するメリット
ビスケットによるプログラミングは，「メガネ」とよば

Programming & Subjects (※以下 “V-EXLIPS と呼ぶ”)の事例
をまとめた自作サイト（HTML）の紹介と，その事例をラ

れる仕組み一つである.これだけで単純なプログラムから

イブコーディングするデモ・セッションである.

とても複雑なプログラムまで作れる.
図 1 でビスケットのプログラミングを簡単に説明したい．

筆者は，2016 年 8 月より，小学校の教科内でプログラミ

ビスケットの「メガネ」の仕組みを一言で言うと,「左の状
* †1 臼杵市立福良ヶ丘小学校
[a] 合同会社デジタルポケットが提供するビジュアルプログラミ
ング言語
[b ] MIT メディアラボが提供するビジュアルプログラミング言語
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態から右の状態に移行する」という命令を実行するもので
ある.①では左右のメガネに赤い三角形が入れられている.
右のメガネでは,左のメガネに比べ,右方向にオフセットし
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②第 2 段階…内省的検討
（自分自身の経験を様々な観点から振り返る）
③第 3 段階…抽象的思考
（他の状況でも応用できるよう,一般化,概念化する.）
④第 4 段階…積極的な行動
（新しい状況下で実際に試す.）
Kolb は第 4 段階の積極的な行動では，学習者は自分のア
イデアを適用して，次に経験する外観に変更があるかを
どうかを確認し,全てが次の具体的な経験につながると述
べている.そして,これは短期間または長期間に亘っておこ

図 1 ビスケットの基本命令
て置かれている．このプログラムを実行すると，ステージ

る可能性があると補足している.さらに，本物の学習経験に

上の赤い三角形が右方向に移動する.②は①に比べ, 赤い

は以下の A～D の特定要素が必要だと述べている．

三角形のオフセット量が大きくなっている．左右の差分が

A.知識は継続的に個人的経験と環境的経験を通し得られる．

大きいと移動スピードが速くなるしくみである．③ではス

B.学習者は経験に積極的に参加する意思があり，経験を振

テージ上に赤い三角形を置いている．メガネには,左に赤い

り返ることができなければならない．

三角形,右に青い丸が入れられている．このプログラムを実

C.学習者は経験を概念化するための分析的なスキルを所有

行すると，④のように，ステージ上の赤い三角形が青い丸

し使用しなければならない．

に変換される，ビスケットでのプログラミングは，こうし

D.学習者は，経験から得た新しいアイデアを使うために意

た簡単な命令の組み合わせであり，命令の工夫やメガネの

思決定と問題解決のスキルを持っていなければならない．

数を増やせば複雑なゲームも作ることが可能である．命令

本研究の背景には,このような経験学習のサイクルを小

は常時全部実行であり，順番を考える必要がない．メガネ

学校でのプログラミング教育に取り入れることができれば，

を 1 つ付け加えれば，すぐに実行結果に反映され,45 分と

ある程度，プログラミングを取り入れた授業スタイルの定

いう小学校の授業時間においても,トライアル&エラーの

型化が可能になるのではないかという仮説がある.そして

経験と成功体験を短い時間で繰り返すことができる.この

本研究のねらいは，先に述べた小学校での B 分類のプログ

ことは，教員サイドにも言え,限られた時間で教材研究する

ラミング教育において，ツールとしてプログラミングを活

場合にも大きなアドバンテージとなる．児童も教員も使用

用し教科の学びを深め，同時にプログラミング的思考を養

しやすいツールであることが，筆者がビスケットでプログ

うことである．覚えるルールが少なく短時間でトライアル

ラミング教育を進めてきた要因の 1 つである．

&エラーを繰り返すことができる「ビスケット」は，この
2 つのねらいを両立するのに最適だと考えている．

3.V-EXLIPS の背景やねらい,設計と具体例等

3.2 本研究の設計

3 節では，本研究が提案する「ビスケット」を使用した「プ

ビスケットのリリース元である合同会社デジタルポケ

ログラミングと教科での経験学習（V-EXLIPS）」の背景や

ットが実施する「ビスケットファシリテーター講習」を 2

ねらい,設計と具体的な教材・授業計画や実践を紹介する．

度受講済みである．同社が提供するプログラミングワーク

3.1 本研究の背景とねらい

ショップページ「学校でビスケット 3」によるワークショ

本研究は David.A.Kolb の経験学習[3][4]の学習サイクル

ップは参加者の満足度が高いものとして定評がある．ファ

の基本的な 4 つの段階（図 2）を参考にしている.以下,図 1

シリテーター講習のマニュアルの内容に沿って「学校でビ

の経験学習の学習サイクルと 4 つの段階をもとに，まず,

スケット 3」のワークショップを実施すると，思い通りに

本研究の背景とねらいを説明していく．
①
具体的な経験

できた喜びや発見で子どもたちの目がとても輝く．このカ

経
験

④積極的な
変化

行動

②
経験

理
解

③

リキュラムの優れた点を分析した結果，経験学習のサイク
ルが含まれていることが分かった．本研究の基本設計は，

内省的

経験学習のサイクルを教科内でのプログラミング教育に融

検討

合するものである．
3.3 「学校でビスケット 3」の分析

抽象的思考

①△のレッスン（図 3）

図 2 経験学習の学習サイクルと 4 つの段階[6]

<参加者の学習サイクル:経験学習の第 1→2→3→4>

第 1 段階…具体的な経験（新しい経験との出会いや既存の
経験の再解釈）
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ビスケットが初めての人が，△を上下左右に動かしたり，
スピードを変化させたりして，プログラミングを経験する．
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（具体的な経験）ファシリテーターが問いかけ参加者は動

⑤「ビスケットランド」（図 7）

きや速さの命令を一般化する（内省的検討→抽象的思考）．

<参加者の学習サイクル>経験学習の第 1→2→3→4 段階

様々な動きや速さの命令にチャレンジする（積極的な行動）
．

動きや命令を理解した参加者が,初めて描画に取り組み（具
体的経験）
，1～4 の動きを想起し（内省的検討）メガネの
ルールをふりかえり（抽象的思考）オリジナル図柄の動き
と命令を体験する．
（積極的行動）全員のプログラムを鑑賞
しながら（具体的な経験）他の人のプログラムを想起し（内
省的思考）新たな描画と動きを考え（抽象的思考）別のオ

図 3 三角のレッスン（「学校でビスケット 3」）

リジナル図柄の動きと命令を体験する（具体的経験）

②魚のレッスン（図 4）
<参加者の学習サイクル:経験学習の第 2→3→4→1 段階>
ファシリテーターの問いかけで，△のレッスンを想起し（内
省的検討）メガネのルールをふりかえり（抽象的思考）メ
ガネを複数使ったりして向きや種類が違う魚を動かす命令
を試みて（積極的な行動），様々な魚の動きと命令を体験す
図 7 ビスケットランド（海）
（
「学校でビスケット 3」）

る（具体的な経験）
．

「学校でビスケット 3」は約 30 分～50 分位の時間を基
本とするが，下は 3,4 才から大人まで幅広く好評である．
経験学習の学習サイクルで捉えると，Kolb が述べているよ
うに，短時間で 4 段階を繰り返していることがわかる．ま
た，ビスケットは覚えるルールが少ないため，本物の学習
経験に必要な A～D の特定要素もクリアできている．
3.4

図 4 魚のレッスン（「学校でビスケット 3」
）
③おばけのレッスン（図 5）

B 領域でのビスケットを活用した教科学習

（ “V-EXLIPS”）の設計意図
Step1 体験する

<参加者の学習サイクル:経験学習の第 2→3→4→1 段階>
ファシリテーターの問いかけで「おばけ」の動きを想起し
（内省的検討）メガネのルールをふりかえり
（抽象的思考），

トライアル

「おばけ」と動き命令を体験する（具体的な経験）．

& エラー

Step2

授業の流れとして

Step 4

めがねを複数使って新しい動きを試みて（積極的な行動）

活動時の実体験として
相互に作用する

ふりかえりを
シェアする

Step3 オリジナルを考える
図 8 “V-EXLIPS”授業サイクル
※Step4 では，学習者は試行錯誤しながら自分のアイデアをまとめていく．この作業
は新たな「体験する」につながる．上記のサイクルは，授業の流れの枠組みとして
だけ作用するものではない．授業の積み重ねの流れの中で長期的に，さらに活動時
の実体験としても短期的・瞬間的に発生しうるサイクルである．

「学校でビスケット 3」には経験学習のサイクルが含まれ

図 5 おばけのレッスン（「学校でビスケット 3」）
④パクパクレッスン（図 6）

るという分析をもとに，3.4 では，ビスケットによるプロ

<参加者の学習サイクル>経験学習の第 2→3→4→1 段階

グラミングと教科での経験学習を構想する．

ファシリテーターの問いかけで「パックマン」の動きを想

図 8 は V-EXLIPS の設計図である.授業の流れを 4Step

起し（内省的検討）メガネのルールをふりかえり（抽象的

にまとめている.まず,Step1 で教科の学習をベースに，モデ

思考）めがねを複数使い新しい動きを試みて（積極的な行

ルプログラムの視聴と作成を体験する．次に Step2 では，

動）口の開閉の動きと命令を体験する（具体的な経験）．

その体験を短時間でふりかえり，他の児童とそれをシェア
する．そして Step3 では，ふりかえりをもとに，オリジナ
ルプログラムを考え,Step4 のトライアル&エラーに移行す
る．Step3 と Step4 は交互に行き来するものであり，これは
さらに Step1 にも移行する．これが，経験学習のサイクル
を取り入れた，B 分類でのビスケットを活用した教科学習
（V-EXLIPS）である.こうした設計意図のもと，学習指導

図 6 パクパクレッスン（「学校でビスケット 3」）
©2019 Information Processing Society of Japan
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教具・教材の活用,コンピュータの基本的な操作やプ
ログラミングの体験/イ児童が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つけるための学
習活動…には「また，小学校においては，特に情報
手段の基本的な操作の習得にかんする学習活動及び
プログラミングの体験を通して論理的思考力を身に
つけるための学習活動を，カリキュラム・マネジメ
ントにより各教科等の特質に応じて計画的に実施す
ることとある．この活動は，作るためにどのような
組み合わせが必要であり，1 つ 1 つの動きに対応し
た記号を，どのように組み合わせたらいいのかとい
ったことを論理的に考えていく力を育成する活動で
ある．

要領に照らしたねらいを設定し，B 分類における教科内で
のプログラミング授業の流れを一般化する試みを行い,自
作サイトにまとめた．教科にプログラミングを組み込んだ
授業を日常的に取り組むには，だれもが実践可能な事例が
より多くあることが望ましい．覚えることが少なく，児童
も教師も取り組みやすいビスケットで B 分類でのプログラ
ミング事例サイトを制作したのはそうした理由である．情
報活用能力の育成が「読み書きそろばん」と同列に位置付
けられた今，
「児童がプログラミングに触れる機会」をより
多く確保し，
「新たな学力保障」をしていくのが公教育の責

表 2 学習指導要領の 3 本の柱に基づくねらい

務である． サイトで紹介している多くの事例が 45 分で実
施可能である．大まかな授業の流れを定めて継続的に行う

【知識・技能】

ことは教員サイドの準備の負担低減にもつながり「授業準

視点
教科とし
て

備がしやすい＝実践の回数が増える」という公式も見える．
誰もがわかりやすい「ユニバーサルデザインの良さを取り
入れた授業づくり」でも有効である．

プログラ
ミング教
育として

3.5 V-EXLIPS 実践事例と学習指導要領との関連

ねらい・評価基準
正方形や直角三角形を描画してコンピューターで敷
き詰めるプログラムを作る活動を通して，直角三角
形が 2 つで正方形が作れることがわかり，出来上が
るもようの美しさを感じ取ることができる．
手作業だと大変な作業でも，一定の手順で作業を行
うプログラムを組めば，一瞬で実行できるというコ
ンピュータの便利さに気づくことができる．

【思考力・判断力・表現力】
視点
教科とし
て
プログラ
ミング教
育として

図 9 小 2 算数

敷き詰め模様プログラム

ねらい・評価基準
直角三角形や正方形を構成する要素に着目し，構成
の仕方に見通しを持っている．
縦と横に順番に図形を置くプログラムを完成させる
ために，どのような組み合わせが必要であるかを論
理的に考えている．

【学びに向かう力・人間力】

ビスケットによる B 分類でのプログラミングと教科での
経験学習“V-EXLIPS”実践事例について具体例を挙げる．色

視点
教科とし
て

紙を使って直角三角形を作って敷き詰め模様をつくる小 2
の活動である．この単元は，ハサミや定規の使い方の習熟

ねらい
個人やペア・グループなど学習の形態を変え，友だ
ちの考えから学ぶとともに，算数の図形の学習の
様々な学習の仕方を体験し，よりよい学習方法を探
っていこうとしている．
図形の学びにプログラミングを取り入れる活動を通
して,コンピュータの便利さを学習に生かし，自らの
思考プロセスなどを客観的に捉えている．

らい通りにいかないことがある．コンピュータ上での手書

プログラ
ミング教
育として

きの描画であれば，
何度でも手軽にやり直しや改造ができ，

3.6 V-EXLIPS 授業の流れとプログラム解説

正確に並べる作業は，正しいプログラムを組めばコンピュ

（１）算数「しきつめもよう」

度にもより，
「連続性のあるきれいな模様を作る」というね

前述の敷き詰め模様プログラムの資料の続きである．授

ータが行ってくれる．この活動は，表 1 算数の欄にあるよ
うに，直角三角形と正方形の組み合わせると美しい模様が

業の流れを 3.4 の設計意図のもと,ステップ 1～4(表 3～表

どこまでも続くことと，プログラミングの欄にあるように

6)に一般化した．

コンピュータの便利さを同時に学べる活動である．また，

表 3 ステップ 1:「体験する」（約 15 分）

表 2 にあるように，新学習指導要領の 3 本の柱に基づくね
らい・評価基準や授業の流れ（表 3）も設定している.
表 1 学習指導要領との関連
教科等
算数

プログラ
ミング

関連とコメント
学習指導要領解説算数編[5]/第 2 章/第 2 節/2 各領域
の内容の概観/B「図形」で育成を目指す資質・能力/
④図形の性質を日常生活に生かすこと…では，
「図形
を構成する要素に着目して見出した性質を基に，そ
れが日常生活に活用できないかを考えることを指導
する」とある．正方形，直角三角形の敷き詰め模様
をプログラミングで作成する活動を通して，図形の
もつ美しさに気づき，日常生活に生かす資質・能力
を養う活動である．
学習指導要領解説総則編[6]/1 主体的・対話的で深い
学びの実現に向けた授業改善/(3)コンピュータ等や
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流
れ
体
験
す
る

時
間
15
分

活動内容

教師の動き

教師によるデモ
を見ながら,しき
つめもようプロ
グラムを作って
みる．

直角三角形と正方
形の特徴を確認
し,しきつめもよ
うのデモをする．

指導上の
留意点
辺同士ぴっ
たりくっつ
けしきつめ
ることをお
さえる．

表 3 のステップ 1 は経験学習のサイクルでいう「具体的
経験」がこれに当たる．授業のスタートは，教科の学習内
容を想起し，
「学校でビスケット 3」であらかじめ準備され
たパーツを組み立てるところから始まる．このステップで
は，児童はプログラムに集中し，その動きと命令の具体的
体験をする．ステップ 3 と 4 の時間を確保し，活動を充実
させるためにステップ 1 は 15 分程度で行う．これは経験学
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習の「具体的な経験」に相当する．
表 4 ステップ 2:「ふりかえりをシェアする」（約 5 分）
流れ
ふりか
えりを
シェア
する

時 活動内容
間
5 モ デル プ ロ グ
分 ラ ムを 作 っ た
中 でど ん な こ
と が起 こ っ た
か，教科やプロ
グ ラミ ン グ の
視 点で ふ り か
える．

教師の動き
板書やワークシー
トでポイントを整
理する．オリジナ
ルを作ることを知
らせ，児童の感想
や疑問の発言を促
し，児童の関心意
欲を高める．

指導上の
留意点
活動の目
的等を把
握できて
いない児
童がいな
いか確認
する．

図 10 敷き詰め模様プログラムの命令
図 10 は 3-5 で紹介した敷き詰め模様のプログラムの解説
である．プログラムはたった 2 つの命令でできている．
図 10 上段のメガネは，上向き↑を左へ 1 マスずつ置いて
いくプログラムである．下段のメガネは，上向き↑が，1

表 4 の「ふりかえりをシェアする」では，どんなことが
起こったかを，教科やプログラミングの視点でふりかえり，

マスずつ上昇しながら直角三角形を 2 つ組み合わせた正方
形の模様を置いていくプログラムである．
(2) 総合的な学習「fax のしくみ」(図 11～17)

全体でシェアする．命令の理解を促し，ステップ 3 でオリ

ほとんどの人にとって，普段使用している電化製品の仕

ジナルを考える際の創作意欲につなげる．これは，経験学

組みを考えることは稀であろう．しかし，それは関心がな

習の「内省的検討」に相当する．

いだけで，仕組みがわかっているからではない．機械の仕

表 5 ステップ 3:「オリジナルを考える」（5 分）
流れ
オリジ
ナルを
考える

時 活動内容
間
5 自分が作り
分 たいしきつ
めもように
使用する形
を決定し，ワ
ークシート
などにメモ
する．

教師の動き
敷き詰められた模
様の写真等を準備
し，ポイントを板
書したり配布した
りする.机間指導
で児童の進捗状況
を把握する．

組みを再現するプログラムを組むことで，その仕組みにつ

指導上の
留意点
決定に時間
がかかって
いる児童に
は,作りやす
いモデルを
提案し，活動
を促す．

いて深く学べるのではないかという発想から「fax プログ
ラム」（図 11～17）は生まれた．総合的な学習の「探求的
な学習の中にプログラミングを組み込む」活動である．
ランレングス符号や M.H 符号等の圧縮技術は省いてい
るが，
「F」と書かれた紙を模したパーツの集合を送信側で
「黒」を「1」,「白」を「0」に置き換え，読み取ったデー

表 5 は,ステップ 1 で体験したプログラムの命令や仕組み

タを送信，受信側で「1」
「0」というデータを再度「黒」
「白」

を，自分のオリジナル作品に応用し，概念化する．この活

に変換する仕組みの再現を試みている．特筆すべき点は，

動の際に，学級での学びあいを促進し，ステップ 4 のトラ

ビスケットがたった 8 つの命令（メガネ）でコンピュータ

イアル＆エラーにつなげる．これは経験学習の「抽象的思

上にこのような仮想 fax を表現できることである．
（授業を

考」に相当する．

実施する際の流れ等は,付録に記載している URL から参照）

表 6 ステップ 4:「トライアル＆エラー」（20 分）
流
れ
ト
ラ
イ
ア
ル
＆
エ
ラ
ー
｜

時
間

活動内容

教師の動き

指導上の
留意点

20
分

オリジナルのプ
ログラム作成に
取りかかる．早
くできた児童は
ワークシートに
まとめを書き，
友だちのサポー
トに回る.交流は
その都度行う.

机間指導で児童
の進捗状況を把
握する.紹介した
いプログラムを
見つけたら全体
に声かえをして
紹介する．

ワークシー
トは教科に
ついてのふ
りかえりと
プログラミ
ングのふり
かえりの両
方が簡潔に
記入できる
ものにする.

図 11 fax プログラムのステージ配置
図 11 の白黒の部分が送信する紙，紫の部分は送信側 fax,
ピンクの部分は受信側 fax を表現している．

表 6 のステップ 4 はステップ 1～3 を想起し，試行錯誤
しながらオリジナル作品を完成させる活動である．作業進
度に差が生じるが，児童がそれぞれ到達した地点がゴール
である．早く終わった児童は，他の児童のサポートに回っ
たり,更に試行錯誤して作品をブラッシュアップしたりす

図 12 紙送りプログラム
図 12 は白と黒が 1 マスずつ左に動く「紙送り」である．

る．教科とプログラミングの視点からワークシート等でふ
りかえりを行い，次の活動への意欲につなげる．これは,
経験学習の積極的な行動に相当する．なお，ステップ 3，4
は厳密には分かれておらず，交互に繰り返し行われるもの
である．
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図 13 送信時の瞬間の様子
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図 13 は白が 0 に変換された瞬間である．

調べ学習,ペア学習,プログラミング,全体共有などの活動を
通して「主体的・対話的で深い学び」が実現できた．

図 14 送信側プログラム解説
図 14 は紫の部品の下を白が通過したら 0 を送信し，黒
が通過したら 1 を送信するという命令である．
図 19 特別支援学級での実践
九九カードプログラム（左）
対象：小 2（知的学級：2018 年秋実施）
筆順プログラム（右）
対象：小 2（情緒学級：2019 年 6 月実施）
いずれの児童も学習に対して消極的な面があるが，プログ
図 15 データ移動プログラム

ラミングにより学習の意欲が増し,理解が深まった.

図 15 はデータ(0,1)が左に 1 マスずつ移動する命令である．

おわりに
小学校のプログラミング教育で筆者が推奨するツール
はビスケットであり， ビスケットによる B 分類でのプロ
グラミングと教科での経験学習“V-EXLIPS”をここに提唱
する．本研究で制作したサイトでは，国，算，理，社，外

受信時の瞬間の様子

国語，総合的な学習，音楽，図工，道徳で合計約 30 例，掲

図 16 では，
図 13 と逆で 0,1 が白，黒に変換されている．

載している．プログラミングの授業の流れを一般化し，ト

図 16

ライアル&エラーの時間を充分確保できれば，B 分類で行
える教材研究が更に進んでいくと考える．本研究が今後の
小学校プログラミング教育の一助となれば幸いである．
謝辞

2016 年 8 月より現在まで，messenger 等でアドバイ

スしていただいた皆様，FB の「プログラミング教育」「ビ
スケットプログラミングテクニック」「『プログラミングで
学ぶ』教材研究」
「『Progate で学ぶ』→作る研究会」で助言

図 17 fax プログラムの全命令（メガネ 8 つ）
このように，教科の学びとプログラミングの楽しさを，
驚きと発見を大切にして体験してもらいたいと願う．
3-7

や励ましの声をくださった皆様，著者の取り組みを紹介し
てくださった皆様に，謹んで感謝の意を表する．
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付録:サイト URL
Progate[d]で HTML&CSS を学び，
github[e]上でサイト制作を進め， 2019
年 6 月からサイトを公開している．
http://tkby.github.io/Learning-by-Visuit.g
ithub.io/
図 18

4 年生「画数迷路プログラム」(2018 年 11 月実施)

対象： 4 年生 34 人

* [d] 株式会社 Progate 提供のオンラインプログラミング学習サービス
* [e] Microsoft 傘下 Github 社の提供ソフトウェア開発プラットフォーム

内容：ペアで iPad1 台を使い,画数

の調べ学習を行ったのち,画数が多いほうへ曲がってい
くと正解が出る「画数迷路プログラム」を作成した.
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