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初学者向けプログラミング授業の課題
初学者向けプログラミング授業

☆1

では，近い将

来に学習者がプログラミングにかかわることが自明

力の獲得よりも，まずディジタル技術一般の利用者
としての汎用的な素養の獲得であろうと考えられる．
そのような素養をここで大掴みにディジタル・コン
ピテンシーと呼びその詳細を検討する．

である場合を除き，学習者自身における，プログラ

コンピテンシーとは，たとえば自らが属するグ

ミングを学ぶ理由の理解やプログラミングにかかわ

ループの問題解決など，社会的な文脈の中で有能に

ることへの納得感の形成がしばしば教授者にとって

振る舞うことのできる人の力量を包括的に表す概念

の課題となる．本稿では，そのような課題のある大

である ．コンピテンシーには特定分野の知識やス

学情報系科目を想定して，学習者が「プログラミン

キルのような顕在化されやすい力量のほかに，力量

グを学ぶ理由」や「プログラミングにかかわること

を発揮することの意欲や動機などの潜在的かつ心理

への納得感」
を自ら見出だせることに重きを置いた，

的要因

初学者向けプログラミング授業の作り方を 2 回に

社会的場面での力量などが含まれる ．コンピテン

分けて解説する．今回は，この課題の解決に力点を

シー概念は従来の客観化，専門分化されたスキル観

置くならば，プログラミング授業は「ディジタル・

や能力観ではカバーしきれない，社会的文脈を前提

コンピテンシー」の獲得を学習目標とすべきである

とする包括的な能力モデルとして，複雑さを増す

こと，そしてプログラミング授業においてディジタ

21 世紀の社会の教育課題を展望する議論の中で主

ル・コンピテンシーの獲得を学習目標とするならば，

流となっている（たとえば 文献 3），4））．

1）

☆2

や，いわゆるソーシャルスキルのような
2）

これを受けてディジタル・コンピテンシーとは，

教授者がプログラミングを「〈ソーシャルな知〉のデ
ザインへの参画」の主題のもとで解釈し授業を編成

ディジタル技術の社会的な応用場面で有能な人が持

することが重要であることを説明する．

つであろう顕在的，潜在的，社会的な力量と定義す
ることができる．そのような応用場面としては，現

ディジタル・コンピテンシー

在の具体的な社会課題の解決に結びついた多様な場
面が想定される（表 -1 に社会課題のディジタル技術

情報系や理工系の専門科目への接続が想定されな

による解決可能性について授業中に議論を行うこと

い情報系科目における，初学者向けプログラミング

を想定したディスカッショントピックの例を示し

授業で優先すべき学習目標は，コンピューティング

た）．ただし課題解決への参画や貢献には，その人

の専門家ないしは高度な利用者となるための基礎能

自身がディジタル技術を実装することに限らず，課

☆1

☆2

本稿では科目全体でプログラミングを扱う場合だけでなく，科目の
学習内容の一部にプログラミングを組み込む場合を念頭に置き，双
方を合わせて
「プログラミング授業」
と呼ぶ．

前者の顕在化されやすい力量を認知的スキルと呼ぶのに対して，力
量の発揮にかかわる潜在的・心理的な要因を非認知的スキルと呼ぶ
ことがある．
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題の当事者としてディジタル技術の専門家と効果

に，その知の活用が従来なかった新しい社会的な関

的に協働することなどを含む．この意味において，

係を生み出すことを含めて〈ソーシャルな知〉と呼ぶ

ディジタル・コンピテンシーの獲得は，近い将来，

ことができる．この考え方の背景には，社会とは人

ディジタル技術の専門家に限らずさまざまな立場か

が為すあらゆる事柄（行為であれコミュニケーショ

ら社会課題に参画し貢献することを求められる一般

ンであれ）に付随する意味や価値の源泉であり，社

の学習者にとって（こそ），優先されるべき学習課題

会の側もまた人が意味や価値を見出すあらゆる事柄

であると考えられる．

を媒介にして編成され維持されるという認識がある．
このような意味や価値と社会との関係についての認

〈ソーシャルな知〉のデザイン
ディジタル・コンピテンシーの獲得を学習目標と

識は，学問分野でいえば社会情報学，さらにはその
源泉の 1 つである社会学に由来する．ある社会情報
学の文献は，社会学の古典である Max Weber によ

するプログラミング授業を作るためには，教授者が

る行為と社会との関係の解釈に触れつつ「行為とは，

まずディジタル・コンピテンシーとしてのプログラ

主体が主観的な意味に従い意味ある行動を取ること

ミングの在り方を深く理解する必要がある．専門家

であり，また他者がその行為によって方向付けられ

としてコンピューティングに深くかかわる教授者の

ることで成立するのが社会なのである．よって単な

多くにとっては，プログラミングはそれ自体が知的

る生理学的な反応だけでは行為とはいえない．主観

かつ創造的な探求の対象であり，学習すべき価値を

的な意味とは行為の動機であり，行為の動機を「理

見出す上でほかに理由は必要ないと感じられるかも

解する」ことが大切になる」と説明する ．すなわち，

しれない．しかし，プログラミングをディジタル・

社会集団やコミュニティにとって重要な意味を持つ

コンピテンシーとして位置づけるためには，社会的

課題解決への取り組みとは「主観的な意味」に動機付

文脈におけるプログラミングの意味や価値について

けられた「意味ある行動」の集積にほかならず，その

今一歩踏み込んだ理解が必要である．この理解を深

中で生み出される知とは〈ソーシャルな知〉そのもの

める上で「ディジタル・コンピテンシーとしてのプ

であるといえよう．

5）

ログラミングを学ぶことは，すなわち〈ソーシャル

ディジタル・コンピテンシーとしてのプログラミ

な知〉
のデザインを学ぶことである」という考え方が

ングとは，社会集団やコミュニティの中で生ずる
「主観的な意味」に動機付けられた「意味ある行動」で

示唆を与える．
〈ソーシャルな知〉とは，ひとことで言えばソー

あり，特に課題解決に必要な知識の創造や実現に与

シャルな，すなわち社会的な関係の中にある状況の

る点で，それは〈ソーシャルな知〉をデザインするこ

もとで，その意味や価値が問われる知である．さら

とである．社会課題に直面する人がプログラミング

表 -1 社会課題のディジタル技術による解決可能性を議論する
ためのディスカッショントピックの例
社会課題の分類

ディスカッション
トピックの例

地方村落における農業生
高齢化，地域間 産従事者の減少と事業持
の経済格差
続の困難をどのように解
決するか？

ディジタル技術による
解決可能性の示唆
生産過程の自動化や省力
化，各種気象データの収
集と活用，新たな流通販
売経路の構築 etc.

障害者雇用と社会参画支 業務内容と障害の程度に
社会参画の多様 援のための業務プロセス 応じた業務支援のシステ
性拡大
の改善をどのように行う ム化，心身機能を補助す
か？
るデバイスの開発 etc.

を知ることは，仮にコーディングをより高度な技量
を持つ他者にゆだねる場合であっても，課題解決に
向けてディジタル技術をより能動的に活用する道を
開き，課題解決の当事者として，まだ存在しない解
決方法の創造に主体的に参画することを可能にする．
しかしこの可能性が現実のものとなるためには，社
会課題に直面する当事者がプログラミングを知るに
とどまらず，プログラミングを通して課題解決のた
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めの知をデザインすることに対して，「行為の動機」

しての意味を持ち得る．なぜなら，〈ソーシャルな

としての
「主観的な意味」を見出だす必要がある．そ

知〉のデザインへの参画を問うことは，その先にあ

れ故に，ディジタル・コンピテンシーとしてのプロ

るプログラミングの意味や価値への問いに必然性を

グラミングを学ぶことは，動機となる「主観的な意

与えるからである．これらの問いは翻って，学習者

味」の発見を含めて〈ソーシャルな知〉のデザインを

自身のプログラミングを学ぶ理由や納得感の発見を

学ぶことなのである．

助けることになる．
「〈ソーシャルな知〉のデザインへの参画を促すこ

プログラミング授業における
〈ソーシャルな知〉のデザインの導入

と」を授業の主題とすることとは，すなわち，授業

プログラミング授業において教授者が〈ソーシャ

べての道具立て（たとえば，科目全体の目的と目標，

の事前準備の段階において，授業を成立させるす

ルな知〉のデザインの主題を意識することは，プロ

個々の授業回の目的と目標，学習者に対する支援方

グラミングを学ぶ理由の理解やプログラミングにか

針，教材その他の学習リソース，学生に課す課題や

かわることへの納得感の形成に課題がある学習者と

演習，学習成果の評価基準など）を，「学生に対して

の間に対話的な関係を開くための準備となる．そも

〈ソーシャルな知〉のデザインへの参画を促している

そも，プログラミングを介した研究や職務の遂行

かどうか」という観点より吟味することから始まる

が当然のことである教授者の多くは，すでに〈ソー

（表 -2 参照）．そして，同じ観点で授業実践の評価

シャルな知〉のデザインに深く参画し，新たな価値

や改善を繰り返すことによってそれは実現する（具

の創造に携わっている．この状況に長くある人は，

体的な実践事例は次回の記事で紹介する）．学習者

そのような活動に参画することの成り立ちにくさを

の支援の観点から特に留意すべきは，学習者に対し

振り返ったり，活動の中心にある「プログラミング

て〈ソーシャルな知〉のデザインへの参画に向けた学

をすること」の意味や価値をあえて再考する機会は

習のコンテクスト，すなわち学習の開始から収束

必ずしも多くはないのではないかと推察される．他

（たとえば最終成果物の提出や発表など）に向けた学

方，学習の理由や納得感を見出せない学習者たちは，

習活動の脈絡，を作るための配慮である．明確な学

プログラミングが社会に不可欠な価値を生み出す活

習のコンテクストの存在は，特に，現在学んでいる

動であり，意味のある営為であることを，漠然とで

事柄が目的とするゴールに向けてどのような意味や

はなく具体的に理解するために，より多くの支援を

価値を持つのかを学習者自身が見出だしやすくする

必要する．加えて，そのような学習者たちにとって，

ために必要である．

社会的な意味や価値の創造に与る〈ソーシャルな知〉

プログラミング授業におけるこのような学習のコ

のデザインへの参加の可能性が自らにも開かれてい

ンテクストは，プログラミング授業を実施する科目

ることを理解するには，さらに多くの支援が必要で

全体，さらには科目体系全体の形作る学習のコンテ

ある．

クストと呼応することが望ましい．いわゆるカリ

したがって，上述のような学習者を対象とするプ

キュラム・ポリシーの制定から始まるカリキュラ

ログラミング授業では，ただプログラミングを学ば

ム・マネジメントの話題は本稿の扱う範囲を超える

せるだけではなく，「プログラミングを通して〈ソー

が，カリキュラム全体が学生に対して何らかの形で

シャルな知〉
のデザインへの参画を促すこと」を正面

〈ソーシャルな知〉のデザインへの参画を促すもので

から主題に掲げて授業を構成することが，学習者に

あれば，プログラミング授業の組み立ては，科目体

おける学ぶ
「理由」や「納得感」の発見に対する支援と

系全体の作り出す学習のコンテクストへの呼応や調
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和を意識することでより効果的となる．科目体系全

づらいため，いわゆる形成的評価（学習の途上にあ

体において
〈ソーシャルな知〉のデザインへの参画に

る学習者に介入しつつ進捗や乗り越えるべき課題に

向けた学習のコンテクストを作ることができるなら

関する質的なフィードバックを交えながら行う評

ば，学習者がディジタル・コンピテンシーとしてプ

価）を適宜用いながら総合的に成長を跡付けること

ログラミングを学ぶことの意味や価値を知り，そこ

が求められる．

に自分なりの理由や納得感を見出すことはより容易
となるであろう．

その際に，特に注意深く観察すべき点の 1 つは，
学習者による，プログラミングを学ぶことの意味や
価値への言及の内容とその変化である．こと，プロ

このような授業では学習者の何を評価すべきか
〈ソーシャルな知〉のデザインを主題とするプログ

グラミングを学ぶ理由や納得感に課題がある学習者
は，学習を開始する当初は，プログラミングを学ぶ
ことの意味や価値を語る語彙をほとんど持たないか，

ラミング授業では，学習者の評価はプログラミング

非常に限定的であることが通常である．その語彙の

技術の獲得のみならず，プログラミングを含めた

変化（たとえば学習の意味や価値を語る語彙が豊か

ディジタル技術を活用して知の生産者として社会へ

になった，内容が具体的になった，学習者の置かれ

参画しようとする姿勢や，そのような社会参画の蓋

た文脈との関係が表れてきた，など）を観察するこ

然性を高める学習者としての素養の成長を総合的に

とで，学習者における〈ソーシャルな知〉のデザイン

評価することが重要である．しかし，そのような姿

の主題のもとでのプログラミングの学習の進捗や深

勢や素養の成長は客観的な評価材料のみでは確認し

化が理解できる．

表 -2 「〈ソーシャルな知〉のデザインへの参画」の主題を導入したプログラミング授業の企画例（抜粋）
授業の目的と目標
（1）目的
すべての学習者がディジタル技術による課題解決の当事者になり得ることを認識した上でプログラミングの基礎を学び，かつそれぞれの立場におい
てプログラミングを学ぶ意味や価値を発見できること
（2）目標
学習者が自分の設定した小さな課題解決に役に立つプログラムを作成し，その性能や改善点を評価できること
学習者が社会課題解決の事例に基づいてプログラミング技術を学習することの意味や価値を他者に説明できること
授業進行
第 1，2 回に具体的な課題解決へのプログラミングの利用事例を取り上げてディスカッションを行う．第 3 回に学習者に小さな課題解決のプロジェク
トの立案を促す．その後の回で基礎的なプログラミング技術の学習に取り組み，立案した課題解決に役立つプログラムの設計，実装，評価を経験さ
せる．最終回に成果発表を設けプロジェクトの成果の振り返りと，実際のプログラム開発経験を踏まえた課題解決事例（最初の 2 回で取り上げたもの）
に対する評価を発表させる
今年度取り上げる課題解決の事例
（1）課題の内容
気候変動によって亜熱帯化が進む島嶼部での伝染病の発生
（2）ディジタル技術（特にプログラミング）を使った課題解決の可能性
ドローン，リモートセンシング，画像解析技術の組合せによる島内の水場の位置の特定とその変化の観測
上記事例を手掛かりにした授業展開のための問いの例
（1）ディスカッション
課題解決事例においては，どのような場面でどのような「知」が創出されるか？
その「知」は誰にとってどのような意味や価値を持ち得ると考えられるか？
当事者が持つディジタル・コンピテンシーは上記事例の解決にどのような影響を与えると考えられるか？
（2）課題解決の企画立案：
このような社会・コミュニティの課題解決にプログラミングが用いられる例はほかにないか？
自分（たち）がかかわる社会やコミュニティにおける課題解決にプログラミングを応用できる例はないか？
（特に限られた予算，時間，技術レベル等を想定した）小規模の実行可能な課題解決としてどのような事例が考えられるか？
（3）技術的な課題の明確化と学習目標化：
選んだ課題の中で特にプログラミングが役立ちそうな部分はどこか？
授業で扱う基本的な技術の組合せを課題解決のどの部分にどのように応用できそうか？
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また，学習者同士の協働性が問われる課題を置く

や「プログラミングにかかわることへの納得感」を自

ことで，それぞれの学習者のプログラミングへのか

ら見出だせることに重きを置いたプログラミング授

かわりの自律性や，それを〈ソーシャルな知〉として

業の作り方の骨子を解説した．次回は筆者がかか

グループのために行使することの積極性などを観察

わってきた実践の成果を例に，〈ソーシャルな知〉の

することができる．この観点による観察において

デザインへの参画の主題を取り入れたプログラミン

は，教授者は学習開始時点におけるプログラミング

グ授業のもとで，学習者がプログラミングの学習に

の技術や知識の個人差を念頭に置きつつ，適宜助言

どのように動機付けられたのかを具体的に解説する．

やフィードバックを交えながら，特に技術や知識の
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面で不安がある学習者が，課題解決において積極的
な役割を果たせるように支援することが重要となる．
そして，協働の過程で，技術や知識の面で異なるス
タートラインに立つそれぞれの学習者が，
〈ソーシャ
ルな知〉のデザインへの参画を通したディジタル・
コンピテンシーの発揮の面で見せた成長を積極的に
評価することが求められる．

次回に向けて
本稿ではプログラミングを学ぶ理由の理解やプロ
グラミングにかかわることへの納得感の形成に課題
のある大学情報系科目を想定して，学習目標として
のディジタル・コンピテンシーの獲得と，授業の主
題としての
〈ソーシャルな知〉のデザインへの参画を
手掛かりに，学習者が「プログラミングを学ぶ理由」

斎藤俊則（正会員） t-saito@gred.seisa.ac.jp
星槎大学大学院教育実践研究科准教授．本会会誌編集委員会専門
委員会（教育分野／ EWG）幹事．本会 IFIP 委員会 TC3（教育）代表．
WCCE 2021 開催準備委員会委員長として同会議の広島開催の準備
に取り組む．
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