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■ プログラミング教育とは

　プログラミング教育は子どもたちに，コン
ピュータに意図した処理を行うよう指示することができるということを体験させながら，「プログ
ラミング的思考」を育むことである。この思考は，子どもたちが将来どのような職業に就くとして
も，必要な力である。

=新学習指導要領対応特集=
　その 1 ：講座番号117　小学校におけるプログラミング学習

　今年度新設の本講座では， 前半は，富
山大学准教授の長谷川 春生 様から「プロ
グラミング教育とは」というテーマで講
義いただき，後半は，自動車型ロボット
を使ったプログラミングの演習をしまし
た。

プログラミング的思考とは

　自分が意図する一連の活動を実現するた

めに，どのような動きの組合せが必要か，

また，組合せをどのように改善していけば，

より意図した活動に近づくのか，といった

ことを論理的に考えていく力。

プログラミング的思考を使って学ぶ例（案）

算数　　筆算の手順を明文化して計算する。

理科　　 実験の順序をフローチャートで理解する。

社会　　 自動車工場の組み立ての行程をまとめる。

音楽　　楽譜のつくり（条件や順序）を知る。

家庭　　調理の手順をまとめる。（レシピ）

◇受講者の声◇

・　難しいプログラミングをすることではないと分かりました。抵抗感を払拭することがプログラミン
グ教育を進めるための第一歩だと感じました。

・　ロボットカーを動かす活動にとても興味がもてました。教科や総合のどこに位置付けられるかを考
えていきたいと思いました。

〇�教科等における学習上の必要性や学習内容と関連付ける。
〇計画的，かつ，無理なく確実に実施する。
〇�教育課程全体を見渡し，プログラミングを実施する単元を位置付けていく学年や教科を決定
する。（カリキュラム・マネジメント）

プログラミング学習実践上のポイント（新学習指導要領解説「総則」より）
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多面的・多角的な見方とは…
・  　その時々の心情を様々な視点からとらえる。
・  　自分と違う意見や立場を理解しようとする。
・  　道徳的価値が対立する場面で取りうる行動

を考える。

道徳的価値と自分との関わりを考えるとは…
・  　登場人物を自分に置き換えてイメージする。
・  　生活や考えを道徳的価値に照らし見直してい

る。
・  　道徳的価値を実現することの難しさを考える。

■ これからの子どもに求められる力と道徳科の導入
　情報化やグローバル化による急激な社会変化，少子化や生産年齢の減少など，予測困難な時代で
ある。このような社会に主体的に対応し，豊かな人生を送っていくには，答えのない問題に最善解
を導ける能力，横断的な幅広い知識と汎用力などが，求められている。
　道徳教育でも生きていくための資質や能力や基盤となる問題解決する資質・能力としての道徳性
の育成が，強く求められる。また，いじめ問題等への対応や豊かな人間関係づくりへの期待もある。
このような要請から，「主体的・対話的で深い学び」を促し，「考え・議論する道徳」へと転換させ
る道徳科がスタートすることになった。

■ 道徳科における「主体的・対話的で深い学び」と資質・能力の育成

　子どもが問題意識をもち，自己を見つめ，道徳的価値を自分との関わりでと
らえ，自己の生き方について考える。教科や体験で学んだことを道徳的価値と
統合させ，自らを振り返って成長を実感したり課題や目標を見付けたりする。
　友達や先生，地域の人との対話などを手掛かりに，異なる意見と向かい合い，
議論する。価値葛藤場面を多面的・多角的に議論し，道徳的価値の理解を深め
たり広げたりする。
　様々な場面，状況において，道徳的諸価値を実現するための問題状況を把握
したり，適切な行為を主体的に選択し，実践できたりする。

■ 道徳科での問題解決的な学習の推進
　文部科学省は，多様で質の高い指導法として，①登場人物への※自我関与が中心の学習，②問題
解決的な学習，③体験的な学習，を例示している。これらの指導法を主題やねらい，児童の実態か
ら柔軟に用いて，道徳的諸価値の理解や問題を主体的に解決する資質や能力を育成する。
　「考え・議論する道徳」の中心的役割を果たす問題解決的な学習は，「子どもが道徳的問題に関心
をもち，主体的に解決方法を考え判断し，議論する学習」を目指している。そのために，具体的で
切実な問題や当事者意識をもち，自分ごととして考え議論できるような資料が求められる。社会的
な問題を取り上げていくことも考えられる。そして，①多面的・多角的な見方をもち，②道徳的価
値を自分との関わりで考えられる子どもを育む授業を展開したい。
 ※資料の人物を自分ごととして考えること

=新学習指導要領対応特集=
　その 2 ：講座番号78　課題対応研修「特別の教科　道徳」の方向性と授業づくり

　課題対応研修の第 2 弾として，平成30年度から全面実施を迎える「特別
の教科　道徳」の方向性と授業づくりについて，岐阜大学大学院准教授柳
沼良太様を講師に迎え，御講義をいただきました。柳沼先生は問題解決的
な学習の充実を提案し，中学校学習指導要領解説 特別の教科道徳編編集
協力もされています。
 ※以下「特別の教科　道徳」を「道徳科」で示しています。

主体的な
学び

対話的な
学び

深い学び
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［資料の概要］主人公ひろ子は，転校した仲よ
しの正子から絵はがきを受け取る。最初喜ん
だひろ子であったが，絵はがきが定形外郵便物
で70円の料金不足であることを知る。それに
対して母は，「お礼だけ書いた方がいい。」と
言い，兄は，「ちゃんと言った方がいい。」と
忠告する。ひろこは，迷ってしまう。

⬇　問題解決的な発問例
◇「あなたが主人公のひろ子なら，どうしますか。」
◇「あなたが正子なら，どうしてほしいですか。」
◇「正子が間違えた料金でクラス中の友達に
絵はがきを出したら，どうなるでしょう。」
◇「それで，お互いが幸せになれるか。」
◇「それで，本当の友達になれるか。」

［資料の概要］動物園に勤める元さんが，終
了近くに園を閉めようとした。すると幼い
女の子が弟を連れ，「入れてほしい。」と頼
んだ。元さんは，「もう終わりだよ。それに
子どもは家の人が一緒じゃないと入れない
よ。」と言った。しかし，女の子は，「今日
は弟の誕生日だから，キリンやゾウを見せ
てあげたかったのに…」と訴えてきた。
⬇　問題解決的な発問例

◇「あなたが元さんならどうしますか。
◇「あなたが姉なら，どうしてほしいですか。
◇「もし入園させたら，どうなるでしょう。」
◇「誰にでもそうできるのでしょうか。」
◇「それで皆が幸せになれるでしょうか。」
◇「きまりとは何のためにあるのでしょう。」

　そのほかに，数多くの資料や名作を用いて，問題解決的な発問による多様な授業展開が可能にな
ることを示された。

■ 道徳科における評価
　道徳科の評価に当たっては，記述による評価を行い，子どもの学習状況や道徳性に係る成長の様
子を継続的に把握し，指導に生かす。特に，子どもがいかに成長したかを積極的に受け止め，努力
を認めたり励ましたりする個人内評価を行う。評価の観点としては，①より多面的・多角的な見方
へ発展しているか，②道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているか，とする。
　子どもの成長や成果は，道徳ノートやワークシートに蓄積し，学習状況を把握しておく。また，
子どもの作品（ワーク），子ども自身の自己評価の記録なども保管しておくとよい。

①読み物資料を自由に解釈する。

②複数の解決策を行動方針として立
案する。
　※二者択一ではなく，複数の選択
肢を構想「他に解決策（考え）
はなかったか？」

③複数の解決策を比較して最善策を
策定する。「どれが最もよいだろ
う？」

学習指導過程

☆小学校中学年「絵はがきと切手」を使って ☆中学校「二通の手紙」を使って

「主人公はどうしたらよかったか。」
「自分ならどうするか。」
「よりよく生きるためには，どうしたらよいか。」
＜さらに多面的・多角的に考えるために…＞
①解決策の理由・原因・根拠を考える➡「どうしてそう思ったか。」
②将来の結果を考える➡「そうしたら，どうなると思うか。」
③過去を振り返り，将来を見通す➡「将来どうなってほしいか。」
④可逆性の原理で考える➡「自分がそうされてもいいか。」
⑤普遍性の原理で考える➡「いつでも，どこでも，誰にでもそうするか。」
⑥互恵性の原理で考える➡「それで皆が幸せになれるか。」

問題解決を促す発問例

・・・・・・・　授　業　発　問　例　・・・・・・・

多面的

多角的

◇受講者の声◇
・　問題解決を促す発問として，「絵はがきと切手」「ロレンゾの友達」「六　
千人の命のビザ」の発問など，たくさん実践してみたいと思いました。また，
具体例が多いので，「議論する」発問のイメージをもつことができました。

・　問題解決を促す発問は，これから考えていかなければならないと思いまし
た。どう問うかで子供の反応がかわるのは，日々の授業で実感しています。
ねらい－発問－課題－まとめとなる道徳授業を目指したいです。

　　また，「特別の教科　道徳」の背景，意味，方向性など理論的なことも分
かりやすく説明してもらいよかったです。

■ 問題解決的な学習指導過程と多面的・多角的に考える発問
　問題解決的な学習指導過程とそれを構成するような多面的・多角的に考えられる発問を組み合わ
せ，ねらいに迫っていく授業をつくる。
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<「センターだより」への御意見・御感想は ➡ shicen16@netin.niigata.niigata.jpへ>

　ドングリの木は，日本では22種ありますが，コナラ，クヌギ，カ
シワなど約 2 / 3 はコナラ属です。コナラ自体も雑木林を代表する木
の 1つで，身近にあり，絵に描いたような形のドングリをつけます。
　コナラは日当たりのよい山野に普通に見られる，高さ15〜20mの
落葉高木です。樹皮は灰黒色で，縦に不規則な裂け目があります。
葉は柄があって互生し，長さ 5〜15cm，幅 4〜 6 cmです。先は鋭

くとがり，基部はくさび形または円形で，ふちにとがった鋸歯があります。花は 4〜 5 月に新
葉と同時に開きます。雄

ゆう

花
か

序
じょ

（雄花の集まり）は長さ 6〜 9 cmで，新枝の下部から垂れ下がり
ます。雄花は黄褐色で小さく，花被は 4〜 7 裂し，雄しべは 4〜 8 個あります。雌

し

花
か

序
じょ

は短く，
新枝の上部の葉のわきからでて，小さな雌花が数個つき，総

そう

苞
ほう

に包まれています。堅果（ドン
グリ）は1.5〜 2 cmの楕円形で，下部は小さなうろこ状の総

そう

苞
ほう

片
へん

が瓦のようにびっしりついた
殻斗（かさ）におおわれています。
　かつての家庭用燃料としての役目は終わりましたが，今でも木炭の原料，シイタケ栽培の原
木，建築・家具材など様々な用途に利用されています。

植物資料室から<シリーズ　四季折々の植物>

コナラ　（ブナ科コナラ属　学名＜Quercus��serrata ＞）

　「知って得する理科（中学校）」講座は，昨年度まで，センター指導主事とCST（コア･サイエン
ス･ティーチャー）で講座を運営してきました。一方，中教研理科部でも，平成25年度より「理科
スキルアップ研修会」として，中教研理科部の幹事が講師となり，｢安い材料で簡単にできる観察
･実験｣ 等のテーマで研修会を行っていました。
　そこで今年度は，センターと中教研理科部との共催で「知って得する理科（中学校）」講座（全
4回）を計画しました。理科主任対象のアンケートを基に内容を決定し，中教研理科部役員や研修
員，CST，センター指導主事が関わり，運営しました。
<今年度の研修内容>

<A･B共通：理科室運営について>
・実験準備を短時間で行う工夫　　・理科室整理整頓術

<A講座：電流とその利用>
　・電熱線を用いた水温上昇の実験
　・電圧，抵抗概念の指導法
　・手早く簡単に行う静電気実験

<B講座：大地の成り立ちと変化>
　・生徒の興味を引く地層の学習
　・生徒が歓声を上げる鉱物観察の工夫
　・学習を助けるサイトの紹介

<授業で，即，活用できる ｢お土産｣ の充実>
　研修受講者に，研修内容を授業で活用していただきたいので，研修で使用し
た観察･実験の材料等を ｢お土産｣ で持ち帰ってもらっています。A講座では
｢回路の抵抗を直接計測できる安価なテスター｣ や ｢静電気実験セット」等を，
B講座では ｢地層のボーリングモデル教材｣ や ｢鉱物観察用の火山灰やLED
ライト｣ 等をお土産にしました。

　現在，全 4回の講座の内，3回が終了し，のべ41名の参加がありました。最後の 4回目（1月11
日実施）もすでに17名の参加申込がありますが，まだ，定員に余裕があるため追加募集を行っています。

※問い合わせは，小川所長補佐へ。（TEL　0256－88－7444）

◇受講者の声◇
・　理科室運営から実習まで盛りだくさんの内容で大満足でした。どれもすぐに使
えそうなものばかりなので，授業に生かしていきたいです。

・　時間が限られた中で，簡単･短時間で準備できる教材の紹介は大変ありがたいです。参加者同士の
交流の時間があり，同じ理科の先生方といろいろな情報を共有できることがとてもためになりました。

・　授業ですぐに使えるお土産をたくさんもらえて助かりました。

−講座紹介−

講座番号
88

知って得する理科（中学校）～中教研理科部との連携～


