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未来のコンピュータ好きを育てる
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プログラミングが好きになる
言語環境
兼宗 進
阿部和広
原田康徳

小学生から高校生を対象にした，
「プログラミング
が好きな子どもを育てる」ための言語環境と啓発活動
の取り組みを紹介する．
筆者の 3 名は，
「子どもたちにプログラミングとい
う楽しさを体験させたい」という気持ちで，それぞれ
独立した活動を行っている．言語やアプローチは異
なるが，通常のプログラム教育とは違い，
「言語や文
法，アルゴリズムなどを教育することを目的としな

7

い」
ことは共通点である．
プログラミングは作りたいものを実現するための
手段である．
「言語を学ぶ」
「アルゴリズムを学ぶ」
といった「道具を学ぶ」ことをひと休みして，子ども
たちといっしょに「自分の作りたいものを自由に作
る」ことに立ち戻ることは貴重な体験である．読者の
方々にも，身近な子どもたちにプログラミングの楽
しさを伝えることを期待したい．
以下，
「中高生にソフトウェアの仕組みを伝える」
では兼宗が全国の学校の授業でソフトウェアの仕組
みを教えるための教材を紹介し，
「小学生にプログラ
ミングの楽しさを伝える」では阿部が米国で開発され
た言語環境を用いた小学生向けのワークショップを，
「小学生がルールを記述できるビジュアル言語」では
原田が幼児や小学生を対象にした言語環境を用いた
ワークショップを紹介する．

大阪電気通信大学
サイバー大学語学・教養部
NTT コミュニケーション科学基礎研究所

ある．従来から工業や商業などの専門高校では，職業人
を養成することを目的に，プログラミングを教えてきた．
そこではプログラミングは「技能」であり，プログラムを
作ることの楽しさは目的とされていない．
一方，中学校の技術家庭や普通高校の情報科目では，
「専門教育をすることは目的でない」という理由から，プ
ログラミングはほとんど扱われていないのが現状である．
これは，2 つの点で問題がある．
1 つは，「身の回りの電化製品や社会インフラがブラ

ックボックスになっているため，それらにコンピュータ
が内蔵されており，ソフトウェアで動いている」という
モデルを理解することが難しく，特にソフトウェアを理
解するためにはプログラムを書いてみる体験が不可欠で
あるという点にある．
もう 1 つは，現代では大学での学習や社会での職業に

おいて，ソフトウェアと関係する比率が高まっているこ
とにある．情報を冠する学科に進学する生徒や，職業で
ソフトウェアやネットワークにかかわる社会人は増えて
いる．たとえ情報関係の進学や就職が 2，3 割だと仮定

しても，「全員が専門家になるわけではない」という理由
で，プログラムやソフトウェア開発が何かをまったく知
らせない理由にはならないと考える．
特にプログラミングについては，好き嫌いや向き不向
きが強い傾向が存在する．そこで，就職または進学を決
める前に，プログラミングを体験する機会を与えること
が重要になる．そこで，高校 1 年生（遅くとも 2 年生）
ま

中高生にソフトウェアの仕組みを伝える

でに，すべての生徒に 1 時間のプログラミング体験授業

を行うことを提案したい．これはプログラミングの教育

本章では，全国の中学校と高校で「ソフトウェアがど

が目的ではなく，身の回りで動いているソフトウェアの

のように作られているかを体験する」ことを可能にする

仕組みを体験することが目的である．そして副次的な作

言語環境を紹介する．

用として，プログラミングの楽しさを伝え，プログラミ
ングに対する好みや適性を体験を通して確認することが

●時間の体験の重要性
高校までのプログラミングの位置付けは，実に曖昧で
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可能である．
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図 -1

高い集中力

図 -2

Squeak Etoys

う形のブロックを指定するとメソッドの定義になる．

●ドリトルの解説

本稿で紹介する「1 時間で学ぶソフトウェアの仕組み」

は，このような目的のために設計した．詳しくは付録を
参照されたい．そして，この教材を見た数人の高校教員
が，Blog でその感動を公開してくれている．ぜひ，ご
覧いただきたい

☆1

本章では，小学生が手続きを記述できるビジュアルプ
ログラミング言語環境を紹介する．

．

言語には，筆者の設計したドリトル

小学生にプログラミングの楽しさを伝える

1）
，☆ 2

を用いる

ことで，次のような特徴を持つ教材が可能になった．

●小学生のプログラミングワークショップ
筆者は小学生を対象にしたコンピュータプログラミ

•「1 行加えて実行する」を繰り返す．いちどに複数行
を書く必要はなく，前の行に戻る必要もない．

ングのワークショップや授業の支援を各地で行ってい
る．経験者を対象にしたクラスもあるが，まったくの初

• 先生が入力した 1 行をまねて入力する．エラーが出

心者を相手に行うものも多い．ほとんどのワークショッ

• 構文の理解は不要．プログラムを書けない先生でも

と高い集中力を示し，わずか数時間で作品を完成させる

たら，先生の 1 行と比べればよい
（デバッグ不要）．
教えられる．

プにおいて，子どもたちはプログラミングに大きな関心
☆3

（図 -1） ．
教育用プログラミング言語とされるものにはさまざま

参考までに，ドリトルの 2 種類の構文を紹介しておく．
変数＝オブジェクト！パラメータ ... メッセージ．

☆4

あるが，著者が主に用いるのは Squeak Etoys（図 -2）
☆5

と Scratch（図 -3）

である（筆者はこれらの開発，特に

日本語化に参加している）．
い ず れ も ビ ジ ュ ア ル プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語（Visual

基本形である．オブジェクトにメッセージを送り，必
要に応じて結果を変数に代入する．変数の宣言は不要で
ある．オブジェクトは
「作る」
で生成する．

Programming Language ; VPL）であり，原則としてキーボ

ード操作を必要とせず，マウス操作のみで扱うことがで
きる．キーボード操作がおぼつかない子どもにとって，
テキストベースの言語は敷居が高い．

オブジェクト：プロパティ＝
「| パラメータ |...」．

プログラミングの対象は自分で描いた絵，すなわちオ
ブジェクトであり，メソッドに相当するアイコン（タイ

オブジェクトにプロパティを定義する．右辺に「...」とい

ルやブロック）を並べることで振舞いを記述する．これ
をスクリプトと呼んでいる．オブジェクトやスクリプト
は複数作ることができ，並列に動作する．入力はマウス

☆1
☆2
☆3

☆4
☆5

http://kanemune.eplang.jp/diary/2009-01-28.html
http://dolittle.eplang.jp/
写真提供：生活工房（東京都世田谷区），メディアセブン（埼玉県川
口市）
以下同様．
http://squeakland.jp/
http://scratch.mit.edu/

やキーボードのほか，ジョイスティックや各種のセンサ
を用いることができる．出力にはカラーグラフィクスの
ほか，サンプリングした音や MIDI の曲などの音声を

扱うことができる．これらによって，ビデオゲームや絵
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メディアであり，プログラム次第でどの
ようなものにもなり得るメタメディアで
ある．これはものづくりのために実に都
合がよい．

●プログラミング言語 LOGO

そのための言語として LOGO が作られ

た．LOGO は LISP をベースとした対話

的な環境であり，タートル（亀）と呼ばれ

るオブジェクトを操作して，その軌跡を
画面に描く．タートルは座標と方向を持
っており，その方向に任意の歩数進める
ことができる．たとえば，次のプログラ
図 -3

Scratch

本，アニメーションといった作品作りを可能にしている．
たとえば，繰り返しを使って車の絵が円を描いて進む
といったような簡単なプログラムであれば，10 分ほど
の説明で子どもたち自身で作れるようになる．オブジェ

7

ムは正三角形を描画する．
TO TRIANGLE
REPEAT 3
FORWARD 100
TURN 120
END

LOGO を使って子どもたちは色々な絵を描こうとす

クトの衝突判定や条件分岐を入れたとしても，30 分か

るが，適当にプログラムを書いても望む結果は得られな

ら 1 時間あれば可能である．最初に緊張をほぐすための

い．Papert は，失敗とそれに続くデバッグこそが重要で

アイスブレイキング，作品作りと発表，最後のリフレク

あり，Powerful Idea なのだと言う．積み木がそうであっ

ションを入れてもおよそ半日，4 時間程度で実施できる

たように，完成させたいという欲求は学習の動機付けと

（図 -4）
．事後のアンケートには，
「面白かった」
，
「また

なる．その過程において，子どもたちは幾何を学ばざる

やりたい」
というコメントが寄せられる．

を得ない．そのようなトラブルを乗り越えた結果得られ
る報酬は大きく，それが次の取り組みにつながる．一度

● Papert の Constructionism

この喜びを知った子どもは誰から言われなくても続ける

に形作られた．コンピュータがまだパーソナルではなか

呼んでいる．これは教員が知識を授ける Instructionism

このようなワークショップの基本的な考えは 40 年前

だろう．これを ”learning learning”（学ぶことを学ぶ）と

った 1960 年代，MIT の Seymour Papert は子どもたちに

の対極にある．たとえば，正三角形の例では，かなりの

プログラミングさせることの重要性に気づいた．発達

心理学者の Jean Piaget のもとで研究していた Papert は，

子が最初は TURN の引数を 60 とする．これは正三角形
の頂点を 60 度と暗記しているからである．画面に現れ

子どもは人から教えられるのではなく，自ら進んでもの

た正六角形を見て驚き，紙に図を描いたり，自分で歩い

を作り出す過程においてよく学ぶことを見出した．子ど

てみたりして 120 度を見つける（さらに頂点の数と曲が

もにクレヨンと紙を与えれば誰から言われなくても絵を

る角度の関係を見出すのは面白い課題である）．

描くし，積み木を与えれば建物を作る．高い塔を建てよ

この場合，教員の役割は子どもの発想の手助けをする

うとすれば，最初は失敗するとしても，試行錯誤の末に

ことであり，必要に応じてヒントを出したり，異なった

その方法を見出すだろう．

視点を提供することである．
Kay はヴァイオリンのスズキ・

こ の こ と を Piaget の Constructivism に 対 し て

Constructionism と呼んでいる．歯車をおもちゃ代わりに
育ち，数学の諸概念を歯車に置き換えることで理解した
Papert にとって，この発見は自然だった．しかし，すべ

ての子どもが歯車に親しむわけではない．そこで子ども
たちがものづくりを行うための道具として導入されたの

メソードやテニスのインナーゲームを例に出してコーチ

ングの重要性を説いている．一般のワークショップでは
コーチ役のことをファシリテータと呼んでいる
（図 -5）
．

● Squeak Etoys と Scratch

1972 年に Kay が開発した Smalltalk 言語は本来は子ども

がコンピュータである．パーソナルコンピュータの概念

のために作られた．これはタートルだけでなく，ウィン

を提唱した Alan Kay が看破したようにコンピュータは

ドウやプロセス，数値などに至るすべてをオブジェクト

988

情報処理 Vol.50 No.10 Oct. 2009

プログラミングが好きになる言語環境

図 -4

作品発表

とし，メッセージを送り合うことで処理を進めるという
オブジェクト指向のアイディアで LOGO を拡張したもの

と考えられる．1996 年の Squeak は当初は Smalltalk そのも

図 -5

ファシリテーション

●プログラミングを通して小学生は何を学ぶのか

ソフトウェアやハードウェアは進歩したが，やってい

ることは Papert の時代と本質的に変わっていない．そ

のだったが，後に追加された Etoys は Smalltalk を VPL に

れは Resnick も肯定している．

作るものと作られるものの関係がメタ構造になっており，

マを養成するためではないと考えている．特定の言語や

必要ならツールや文法まで変えることができる．

環境に依存するツールの使い方も重要ではない． Etoys

して並列性を与えたものである．Kay の思想を反映して，

2003 年に MIT Media Lab の Mitchel Resnick が開発し

筆者は小学校におけるプログラミング教育はプログラ

や Scratch の操作はいずれ忘れ去られるだろう．極論す

た Scratch は Squeak（Smalltalk）
で作られているが，荒削

ればどの言語でも一緒である．多少不便かもしれないが，

や StarLogo（複雑系シミュレーション言語）で得られた

また，作り出されたものに永続的な価値があるわけで

りだった Etoys を MindStorms（プログラム可能なレゴ）

何を使っても面白いものはできる．

知見を加えて再構成したものである．単純さが信条で，

はない．驚くことに，あれほど熱中して作った作品を持

Etoys のメタな側面は削られた．一見して分かりやすい

って帰らなくてもよいという子は結構いる．なぜかと聞

デザインになっており，画面を適当にクリックしていく

くと，もう作れるからだと答える．大切なのはその過程

だけで，使い方が分かるように作られている．これは

で自分で考えたこと，調べたこと，検証したこと，失敗

子どもたちが遊びながらゲームのルールを学んでいく

したこと，成功したこと，分からなかったこと，分かっ

のと同じである．また，スローガンとして，IMAGINE-

たことである．

めに Web サイトやドキュメントや教具などのリソース

を作っている子がいた．ぶつかったら後退し，反転して

整備，コミュニティ運営やカンファレンスの開催まで

また前進するようにしたいと言う．しかし，やりたいこ

行っている．その Web サイトは YouTube を模したもの

とは分かっているのにどうしたらよいか分からない．適

で，プログラム作品の投稿ができるだけでなく，それに

当にブロックを並べてもうまくいかない．ヒントを出し

コメントしたり，リミックスしたりなどの機能がある

て，衝突とはなにか，それをどう判定するか，反転する

PROGRAM-SHARE を掲げており，それを支援するた

（図 -6）

☆6

あるワークショップで，2 匹のカブトムシが戦う作品

．自分が作ったものを人に見せたい，評価さ

とはどのような動きかを考えさせる（実際に回れ右させ

れたいという欲求も強い動機付けとなるので，それを活

て，回った角度を答えさせるなど）．しばらくして，そ

かすようにデザインされている．このサイトには 2009

の子は「できた！」と叫んで立ち上がり，ガッツポーズを

年 7 月現在で約 50 万個の作品がアップされており，お

しながら私に近づいてきて，「ありがとう」と言いながら

よそ 1 分あたり 1 個のペースで増えている．ここでは，

握手を求めてきた．たぶんこの子は生まれて初めて条件

初心者の手助けやメンバ間のトラブル解決，共同プロジ

分岐と繰り返しを理解したのだ．長年プログラマをやっ

ェクトの管理など，コミュニティを運営する上で生じる

ていても，このような瞬間を見る経験はあまりない．

さまざまな出来事を子どもたち自身が進めている．

Resnick も似た経験を記している（ゲームのスコアを記録

するために変数を導入した．「変数を教えて生徒に感謝
される数学教師が他にいるだろうか」）．
☆6

http://scratch.mit.edu/

たぶんこの子はこれからもプログラミングを続けるだ
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ろう．それは純粋に面白いからだ．あとは，この面白さ
はプログラミングに限ったことではなく，学ぶことすべ
てに共通したものであることに気づくかどうかである．

●現状とこれから

現在においてもコンピュータ教育とはすなわち CAI

（Computer Aided Instruction）であり，状況は昔と大差な
い．小学校のパソコン教室には計算ドリルや漢字の書き
取りソフトがインストールされている．最近も日本版
「児童 1 人に 1 台のパソコン」として，CAI とセットで

ネットブックを導入するニュースが報道された ．オリ
2）

ジナルの OLPC（One Laptop per Child） にも参加して
3）

いる Papert が言うように「コンピュータに子どもをプロ
グラムさせたいのか．それとも，子どもにコンピュータ
をプログラムさせたいのか」
をよく考える必要がある．
幸い，Squeak Etoys は 2002 年頃からテレビや雑誌で

取り上げられたこともあって，日本でも各地で使われる
ようになった．しかし，その内容を見ると，本来は基本
操作の習得を目的とするカリキュラムが目的化していた
り，ブロックを適当に組み合わせて不規則に動く作品を
子どもの創造性と誤認しているものも見受けられる．ま

7

た，ICT 社会で生きるためとか，理科離れを防ぐとい
うフレーズも安易に使われがちである．
プログラマであればプログラミングの楽しさを知って
おり，万一今はそうでないとしても昔は知っていたに違
いない．筆者は，教本に従って課題や演習を進めるより
も，大人自身が楽しんでいる姿を子どもたちに見せる方
が良い結果をもたらすと確信している．その際に子ども
のおもちゃと馬鹿にせず本気で取り組むことが肝心であ
る．小学生相手のプログラミング教育は決して簡単では
ない．しかし，それゆえに面白いと考えている．

小学生がルールを記述できるビジュアル言語
本章では，幼児や小学生がルールを例示することでプ
ログラムを記述できるビジュアルプログラミング環境を
紹介する．

図 -6

Scratch の Web サイト

●コンピュータを粘土のように楽しもう

「コンピュータは粘土である」
．この言葉をつぶやくと，

プログラミングを知っている人かどうかで，正反対の反
応が返ってくる．
私のコンピュータとの出会いは，ディジタル回路の半
田付け工作で遊んだ後の，ワンボードマイコンであった．

その後，気がつくと，世の中にコンピュータが普及し
ていた．学校ではアプリケーションソフトの操作法やイ
ンターネットで犯罪に巻き込まれないための教育が行わ
れていて，粘土のようなワクワク感は見当たらない．

半田で部品をつけたりはずしたりする必要がなく，マイ

では，子どもたちに「コンピュータは粘土のように何

コンに数字でプログラムを打ち込むだけで，いろいろな

でも作れる」「コンピュータは粘土のように楽しい」
こと

動きをする．コンピュータは変化自在の，まさに粘土の

を伝えるにはどうしたらよいだろう．その鍵はプログラ

ような存在であった．

ミングにある．
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図 -9
図 -7

ビスケットのプログラムとその実行例

図 -8

２つの絵を用いたルールの例

2 コマのアニメーション（同じ場所で伸び縮み）

図 -10 2 コマのアニメーション（縮むときには頭がずれない，伸
びるときにはしっぽがずれない）

ただし私は，厳密なプログラミングを教える必要はな

ルールで，「左の絵を右の絵に書き換える」と解釈する．

く，「コンピュータが粘土である」と感じられる程度に，

この例では，左の絵の魚が右の絵では進む方向にずれて

やさしくしたもので十分であると考えている．このよう

配置されているので，ステージに置かれた魚はそれぞれ

な目的においては，通常プログラミングを学ぶ上で必須

前方に泳ぎだす．

と考えられている，
「変数」
「関数」
「制御構造」
「アルゴ

言語の核で行われる内部的な動作としては，ステージ

リズム」などの概念は必須ではない．もっと，ずっと簡

上の絵とルールの絵を柔軟にマッチングし，ルールの絵

単で，しかも本質的な概念が求められているのである．

のずれに応じた書き換えを行う「柔らかい書き換え」
が行

そこで本章では，
「コンピュータは粘土である」
という

われている．絵の種類の書き換えはオブジェクトの変更

基本を体験できるように設計した，ビスケットというプ

に相当する記号処理であり，絵の配置の書き換えは座標

ログラミング環境を紹介する．

や相対移動を表現している．曖昧なマッチングがその両
者をシームレスにつないでいる．

●ビスケット

ビスケット は，ルールベースで絵を動かすビジュア
4）

ルプログラミング言語である．インタフェースは小さな
子ども向けに作っており，たとえばメニュー，右ボタン
操作，ダブルクリックなどは用意していないが，大人が

図 -8 は 2 つの絵を用いたルールの例である．新しく

追加されたルールは，「魚が海藻にぶつかると，よける」
という意味である．
2 つの絵を交互に繰り返す，尺取り虫が進む 2 コマの

アニメーションは，図 -9 や図 -10 のように表現できる．

作品を作り込むことにも十分耐えられるように設計され

興味深い点は，魚や尺取り虫の動きを表現するために

ている．

は，それらの自然界での動きをよく観察する必要がある

図 -7 はビスケットのプログラムとその実行例である．
プログラムはルールで記述する．ステージの絵について，
ルールに置かれた絵とマッチング
（発火）
した場合にルー

ことである．たとえば，図 -9 は同じ場所で伸び縮みし

ているだけであり，自然な動きには見えない．ところが
図 -10 は，「縮むときには頭がずれず，伸びるときには

ルが実行されて絵の書き換えが行われる．画面上で左上

しっぽがずれない」という尺取り虫の性質を意識して配

の枠がステージである．中央のめがねの形をしたものが

置してあり，自然な動きになる．このように，コマの変
情報処理 Vol.50 No.10 Oct. 2009
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図 -11

7

小４の子どもが作ったゲーム

化の際にずれる点とずれない点を意識して作ると，アニ

ルを作るように指示すると，何人かは新しいルールを

メーションでよい動きを表現できる．

追加するのではなくて，今の A → B のルールを壊して

図 -11 は，小学 4 年生の子どもが作ったゲームの例で

B → A を作ってしまう．壊してしまうと，画面の B が

キャラクタを移動させてゴールを目指す．操作はゲーム

繰り返しの動作については，すでに魚が泳ぐ例のよう

ある．このゲームは壁や障害物にぶつからないように，
パッドやキーボード操作によって，発火するルールを制
御する．この子どもは 90 分のワークショップに 2 回参

すべて A に変わるだけで，繰り返しの動作は行われない．
な A → A の移動のなかで暗黙に示されていたが，これが

繰り返しの指令であるとは，明確には伝えていない．右

加したあと，3 回目でこの作品を 30 分くらいの時間で

にずっと進むという命令だと解釈しているだけかもしれ

作った．そして，他の子どもが遊んだ感想を受けて，ギ

ないのである．魚が泳ぐ例では正しく理解したように見

ザギザを増やして難しくするなどのバージョンアップを

えていた子どもが，2 コマのアニメーションに進むことに

行った．
ビスケットの表現力は大きいが，実際に作れるゲーム

よって，初めて繰り返しの理解を問われることになる．

そして，子どもが「繰り返し動作するものを 2 つのス

では機能が限定される部分もある．たとえば変数が存在

テップに分けて記述する」ということを理解できたとき，

しないため，ハイスコアの処理は行えない．

コンピュータはそれまでの「便利なもの」という対象から，
初めて「プログラミングの対象」として，つまり粘土のよ

●例示を通してプログラムを学ぶ

プログラミングで当然のように使われている繰り返し

うな造形素材として見ることができるようになるのでは
ないかと考えている．

や分岐の概念は，実は人間にとっては，それほど自然な

ほかにもビスケットのプログラムには，プログラミン

ものではない．例示
（ルール）
によってプログラムを記述

グの重要な概念が隠れている．2 つの絵がぶつかったと

するビスケットでも，同様の問題が観察されることがあ

きに動作するのは条件判断であり，キー入力によるセン

る．このようなつまずきやすい部分には，プログラミン

サ入力，音によるデバイス制御もある．絵を正確に水平

グを通して子どもたちに伝えたい本質が隠されている可

または垂直に動かしたい場合には，座標を入力する．こ

能性がある．

れは数学が実際に役立っていることを子どもたちに伝え

尺取り虫のような 2 コマを繰り返すアニメーション

は，A → B と B → A という，2 つのルールによって作

るツールとして活用できる．
プログラミングは子どもたちにどのように見えている

ることができる．それを小さなステップで教えていくこ

のだろうか．小学校でビー玉を転がして遊ぶ迷路を作る

とを考える．ステージには A が複数置かれている．そ

ことを考えると，子どもたちはスタートからゴールまで

て B に置き換わる．ここで，次に B を A に変えるルー

こには，「深い地獄の池」「とても登れない高い山」とい

こ で，A → B の ル ー ル を 作 る と， 画 面 上 の A が す べ
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さまざまな障害物を超えるように玉を転がしてゆく．そ

プログラミングが好きになる言語環境
ったようなオリジナルの物語が，子どもたちの工作能力

一方，小学生以下の児童には，一斉の授業の形よりも，

の精度で作り込まれている．ビスケットで作られるゲー

ひとりひとりの興味や進度に合わせた，自由参加のワー

ムもそれに似たところがある．子どもには，ビスケット

クショップ形式が適している．そして，言語環境として

は工作の材料として見えているのだろう．

は，構文をキーボードから入力させる形よりも，画面か
ら選択させる形式が適している．このような言語環境の

●ビスケットを通して何を学ぶのか
ビスケットを幼稚園児，小学生，不登校の子どもたち，
大学生，学校の先生など，さまざまな人たちを相手に教
えていると，小さな子どもの発達段階的な側面を除けば，
ビスケットはすべての人間に対して，ほぼ対等であるこ
とが分かる．大学生であっても小学校低学年であっても，

例として，画面から構文を選択してプログラムを作成す
る Squeak Etoys，画面でブロックを組み合わせてプログ

ラムを作成する Scratch，画面に絵の置き換えパターン

を例示することでプログラムを作成するビスケットを紹
介した．
筆者らが小学生向けのワークショップで感じるのは，

ビスケットに対する理解の速度はそれほど大きくは変わ

「子どもでもプログラムを作れる」ということではなく，

らないのである．むしろ，小さな子どもの方が積極的に

「子どもだから大人が作れないプログラムを作れる」とい

冒険をする分，有利かもしれない．そして，これまで学

うことである．子どもの頃に熱中し，心の底から「楽し

んだ知識や経験があまり役に立たない傾向がある．ビス

い！」
と感じたことは一生忘れない．このようなプログラ

ケットはどの科目にも当てはまらない．

ミングの体験は，今回紹介した適切な言語環境を用いる

逆に，従来のプログラミング言語にとらわれていると，

ことで可能である．今後は学会としても，児童・生徒に

その古い枠から抜け出すことができず，理解してもらう

対する啓発活動を積極的に進めることで，未来のコンピ

ことが難しいことがある．先入観は敵なのである．ビス

ュータ好きな人材育成につなげていきたいと考えている．

「コンピュータが粘土である」
ことを万人に伝え
ケットで
るためには，このような大人に理解してもらうことも大
切で，この壁を越えることができれば，世の中を大きく
変えられるのではないかと感じている．

おわりに
プログラミングの楽しさは，子どもに伝えることが可
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【付

右ボタン：動作＝
「かめた！ 30

1 時間で学ぶソフトウェアの仕組み
題材は「宝物拾いゲーム」です．プログラムはテキスト

録】

☆7

右回り」
。

1 分くらい操作させたところで「カメを回せるようになっ

たけど，動かないと面白くないのでカメにエンジン（モータ

の p.24 にあります（ここでは教えやすいように若干変えてあ

と言いながら 1 行入力します．
を付けてみよう」
ー）

で 1 行ずつ入力しながら，生徒に入力させて，1 行ずつ実行

で，0.1 秒ごとに 10 歩ずつ歩くようにしてみよう」という説

ります）．進め方は簡単で，生徒に見えるように自分の画面
させていきます．本は生徒には見せません．

このとき，
「いちどに 200 歩歩くと一瞬で動いてしまうの

明を黒板に書くと，アニメーションのように動いていく原理

が伝わります．
生徒が入力したら実行させます．
「動いた！」と声が出るこ

●前半

とでしょう．すぐに画面から出て行ってしまうので，実行ボ

まず最初に，「ゲームを作るために，画面に主役を作ろう」

タンで何度でも実行できることと，ボタンで操作できること

と言いながら 1 行入力します．入力が簡単なように，主役の

を伝えます．

などの記号の入力方法を伝えます．

秒間で終わります．

名前はひらがなにしました．また，必要に応じて「＝」
「！」
「．
」

これで，簡単なドライブゲームになりました．実行は 10

生徒には先生の画面を見ながら同じように入力させ，実行
させます．全員が実行できたか見て回りましょう．感度のい

時計＝タイマー！作る。

い学級では，早くもこの時点で「何か出た！」「カメだ！」と

時計！「かめた！ 10

歩く」
実行。

歓声が上がります．
参考までに，ここまでのプログラムをまとめて書いておき
ます．

かめた＝タートル！作る。

7

続いて，
「次にかめたを操作するボタンを作ろう」と言いなが
ら 1 行入力します．生徒が入力したら実行させ，
「ボタンを作
と問いかけます．
ったけど，押すとどうなる？」

かめた＝タートル！作る。
左ボタン＝ボタン！ " 左 " 作る。
左ボタン：動作＝
「かめた！ 30

左回り」
。

右ボタン＝ボタン！ " 右 " 作る。
左ボタン＝ボタン！ " 左 " 作る。

右ボタン：動作＝
「かめた！ 30

右回り」
。

時計＝タイマー！作る。
生徒全員がボタンを押しても何も起きないことに気付いた

時計！「かめた！ 10

歩く」
実行。

ところで，「押したときの動作を教えていないから，コンピ
ュータは何をしたらいいか分からないんだね」と理由を説明
します．そして，「押したときの動作をボタンに定義しよう．
押したときにかめたを左に回すんだよね． 30 度ずつ回して

みようか」と言いながら，1 行入力します．生徒が入力した
ら実行させます．キー入力の遅い生徒やエラーになっている
生徒のフォローを兼ねて，ここで全体を見て回りながら足並
みを揃えましょう．
左ボタン：動作＝「かめた！ 30

左回り」。

続いて，「左回転のボタンができたから，右回転のボタン
を追加してごらん」と言って，自分たちで右ボタンを定義さ
生徒が入力したら実行させます．ボタンでカメを左右に回
転できるようになったことを確認させます．
右ボタン＝ボタン！ " 右 " 作る。
兼宗 進，久野
ト研究所．
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生徒には，2，3 分遊ばせましょう．その後，
「ゲームだから，

宝物を拾うようにしてみようか．かめたは花を集めるのが趣

せます．

☆7

●後半

靖：ドリトルで学ぶプログラミング，イーテキス
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味なんだって」
と言いながら，1 行入力します．
タートル！作る "tulip.png" 変身する ペンなし 100 100
位置。

生徒が入力したら実行させます．宝物は表示されましたが，

プログラミングが好きになる言語環境

カメがぶつかってもすり抜けてしまうことを確認させます．

また，テキストで説明されているように，ボタンの定義に

次に，黒板に XY 座標を描き，
（100，100）の位置を図示し

”LEFT” や ”RIGHT” を加えて，キーボードの矢印キーでか

ながら説明します．そして，生徒にこの 1 行をコピーして修

めたを操作できるようにすることもできます．

正することで，画面上の異なる位置に 3 個の宝物を置くプロ
グラムを作らせます．

続いて，「最後に宝物を拾えるようにしてみよう．誰かと

●まとめ

衝突したときに相手を消すことをかめたに教えてあげよう

授業の最後では，5 分くらいで構いませんので，今日体験

か」言いながら 1 行入力します．縦棒記号は普段使わないの

したことの振り返りを行ってください．たった 1 時間の実習

で，入力方法を説明するとよいでしょう．

でしたが，生徒は実にいろいろなことを感じ取っているはず

です．生徒から感想を引き出しつつ，次のようなことを板書
かめた：衝突＝「| 相手 |

などを含めて確認してみてください．

相手！消える」。

最後の「OS」はオペレーティングシステムと呼ばれるソフト
これで宝物拾いゲームは完成です．参考までに，プログラ
ム全体を書いておきます． 10 行程度ですので，中学校以上

であれば，余裕を持って取り組めると思います．

• ゲームなどのソフトはプログラムで作られている

左ボタン＝ボタン！ " 左 " 作る。

• プログラムは人間が書いている

左回り」。

• プログラムは特別な
「言語」
で書く

右ボタン＝ボタン！ " 右 " 作る。
右ボタン：動作＝「かめた！ 30

• 文法が違うとエラーになる

右回り」。

• 間違って書くと間違って動く

時計＝タイマー！作る。
時計！「かめた！ 10

歩く」実行。

タートル！作る "tulip.png" 変身する

ペンなし 100 100

位置。
タ ー ト ル！ 作 る "tulip.png" 変 身 す る

ペ ン な し 100

-100 位置。
タートル！作る "tulip.png" 変身する

ペンなし -100

• 書かれていないことは実行されない
• 上から順に実行される

• ある状態になったときに実行される命令もある（ボタン，
衝突）

• ソフトは自分たちで作れる

• キー入力やマウスカーソルもプログラムが表示している
（OS）

100 位置。
かめた：衝突＝「| 相手 |

少し高度になりますので，最後の部分だけは生徒の反応を見
て解説するかどうかを判断してください．
• プログラムがどんなものか分かる

かめた＝タートル！作る。
左ボタン：動作＝「かめた！ 30

ウェアで，
「Windows」
「Macintosh」
「Linux」などがあります．

相手！消える」。

●おわりに
小中高の授業では，プログラミングの教育が目的ではあり
ません．
「ドリトルを教える」
「プログラミングを教える」と
いった「〜を教える」という形の授業ではなく，上記のように
適度なヒントを与えながら実習を行い，そこから生徒が体験
的に学んでいく学習が効果的です．
ドリトルを使うと，普段使っているゲーム機や携帯電話，
ワープロなどのソフトウェアがどのような仕組みで動いてい
るのかを体験的に学ぶことができます．ぜひ 1 時間だけでも
授業に取り入れて，身近なソフトウェアの原理に触れさせて

あげてください．生徒によっては一生に一度の貴重なプログ
ラミング体験になるかもしれません．
進度の速い生徒には，宝物を増やして 5 個にさせたり，次

のように乱数のサンプルを示して，実行するたびに宝物の位

中学校「技術・家庭」や高校「情報」の授業では，この実習を
1 時間やることで生徒が「ソフトウェア」と「プログラム」が何

置が異なるように拡張させるのも効果的です．

かを理解できるので，その後の授業がやりやすくなると思い

タートル！作る "tulip.png" 変身する

うな話題でも「コンピュータウィルスは自然にできるもので

ます．情報システムのような説明はもちろん，情報倫理のよ
（600）-300）（乱数（400）-200）位置。

ペンなし（乱数

はなく，悪意を持った人間が作っている」と説明したときに，
生徒に伝わるリアルさがまったく違ってくるはずです．
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