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あらましあらましあらましあらまし  近年，Android アプリケーション開発をテーマとした授業が高等教育機関において増加している．日本

工学院では，２年制の情報処理科にモバイルアプリ開発コースを設置しており，Android アプリケーション開発の

教育をしている．本研究では，実習における学生のつまずき箇所を分析した結果を報告する． 
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Abstract  In recent years, tuition was the Android application development with the theme increased in higher education 

institutions. In the Nippon Engineering College, has established mobile apps development courses in information processing 

department of the two-year, it has been the education of Android application development. In the present study, I reported the 

results of the discussion to analyze the students of the stumbling points in practice. 
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1. はじめにはじめにはじめにはじめに  

近年，Android アプリケーション開発をテーマとし

た授業が高等教育機関において増加している．日本工

学院では，２年制の情報処理科にモバイルアプリ開発

コースを設置しており，Android アプリケーション開

発の教育をしている．本研究では，実習における学生

のつまずき箇所を分析した結果を報告する．  

対象科目 であ るモバ イ ルプログ ラミ ング１ は，

Android アプリケーション開発を実習形式で学習して

いる．授業終了後の到達目標は「自ら考案した Android

アプリケーションを開発できるようになる」ことであ

る．自ら作り出す能力を身に付けることができれば，

その後の卒業制作においても活用できるからである．

授業後の卒業制作をスムーズに行うためにはつまずき

箇所を把握する必要がある．   

本論文の構成は以下の通りである．２章では背景に

ついて説明する．３章では Android アプリケーション

開発教育について具体的に授業内容を説明する．４章

では授業における評価・考察，５章では結論・まとめ，

６章は今後の課題を述べる．  

 

2. 背景背景背景背景  

2.1. スマートフォン用スマートフォン用スマートフォン用スマートフォン用ＯＳの普及ＯＳの普及ＯＳの普及ＯＳの普及  

Android とは Google が提供しているモバイル向けの

OS である．最新のバージョンは 2016 年 10 月現在，

Android 7.0 Nougat(2016 年 8 月 23 日リリース )となっ

ている．頻繁に新しいバージョンがリリースされてお

り，近年はほぼ１年おきにメジャーバージョンが更新

されている．また，日本のスマートフォン用 OS のシ

ェアでは，64.6%と最も普及している（ iOS が 34.1%，

その他 1.3%）．  

http://www.kantarworldpanel.com/global/smartphone-os-

market-share/（KANTAR WORDPANEL 参照）．  

2.2. モバイルアプリ開発モバイルアプリ開発モバイルアプリ開発モバイルアプリ開発教育教育教育教育  

2.1 のようにスマートフォンが普及しており，アプ

リケーション開発の需要も高まっている．日本国内に

おいて高等学校や大学等の高等教育機関においてもモ

バイルアプリケーション開発が題材となっていること

が増えている．愛知県立岩倉層高等学校の横井は，プ

ログラミング教育に Java を採用している．そして，学

生に Android アプリケーション開発という「ものづく



 

  
 

 

り」を通して，学生に「実学」を習得させている [1]．

同様に岐阜県立岐阜商業高等学校の上田はスマホアプ

リ開発の授業（対象は iOS）を通してプログラミング

教育を実施している．そして，アプリ利用者側の情報

倫理観や，アプリ開発者としての技術者倫理観の育成

も行っている [2]．明星大学の飯塚らは，Java 言語の習

得のために Android アプリケーション開発を実施して

おり，授業の最後にコンテストを開催している [3]．ま

た，湘北短期大学の内海は，Android アプリケーショ

ン開発を PBL(Project Based Learning)形式で実施して

いる．チームで開発することにより，学生間のスキル

差が生じてもアプリケーション開発がスムーズに進む

ように工夫をしている [4]．  

国際的な事例をみると，カルフォルニア州立大学

（CSC）の Ani Nahapetian は，コンピュータサイエン

ス専攻のカリキュラムにおいて，モバイルデバイス用

のソフトウェア開発を実施した事例報告をした．モバ

イル端末の知識と実践的な経験を積むことができたと

している [5]．モスクワ国立教育大学（ Moscow City 

Pedagogical University）の Motronenko Yuri らは，ロシ

アの情報化社会の発展においてコンピュータサイエン

スの一般的な教育においてモバイルデバイスのための

プログラミングとオブジェクト指向プログラミング言

語を学習することが重要であると論じている [6]．  

これらの国内事例や国際的な事例においてもプロ

グラミング言語の学習から始めており，その後，モバ

イルアプリ開発のカリキュラムが実施されている．最

初に紹介した横井の論文を引用すると『プログラミン

グ教育に求められるのは「クリエイティブな発想力」

と「何かを作りたいという意欲」である．プログラミ

ングとは，楽しいという体験が，難解なソースコード

やアルゴリズムを理解しようとする探求心につながり，

学びの原動力となる．』としている．モバイルアプリ開

発は学生にとって身近なテーマ（スマートフォンアプ

リ）を題材にすることで興味を持ってもらい，より深

く勉強してもらうためのモチベーション向上につなが

るものであると考える．  

2.3. モバイルアプリモバイルアプリモバイルアプリモバイルアプリ開発開発開発開発コースコースコースコースの設置の設置の設置の設置  

本校の情報処理科では，２年間の学習カリキュラム

で IT 業界の幅広い職種で即戦力となる人材を育成し

ている．システム開発コース，モバイルアプリ開発コ

ース，システム運用コースに分かれて各分野のプロフ

ェッショナルとして活躍する IT スキルとヒューマン

スキルの最短での習得を目指している．コンピュータ

に関わるさまざまな業界への就職はもちろん，大学編

入や４年制学科への編入など多彩な進路から道を選ぶ

ことが可能である．特にモバイルアプリ開発コースは，

2.1 のような背景から３年前より新設されており，

Android や iPhone などのスマートフォンプラットフォ

ーム，ウェブなどで利用されるモバイルアプリを企

画・設計・開発・運用する仕事を目指す学生が増加し

ている．それに伴い，本校では，モバイルアプリケー

ション開発に特化した２つの実習室を誕生させた．

Android アプリケーション開発を学べる「Android アプ

リ開発 Labo」と iOS アプリケーション開発を学べる

「 iOS アプリ開発 Labo」（図 1 参照）である．以下に

iOS アプリ開発 Labo のハードウェア環境とソフトウェ

ア環境をまとめる．モバイルアプリ開発コースでは主

に iOS アプリ開発 Labo を使用している．  

 

【ハードウェア環境】  

・ iMac (Mac OS X) × 45 台  

・Nexus 7 (2013, Android 6.0) × 25 台  

・ iPad ×  5 台  

【ソフトウェア環境】  

・ JDK(Java Development Kit) 8 

・Android Studio 1.5 

・Android SDK 

・Xcode 6 

 

 

図 1 iOS アプリ開発 Labo 

Figure 1 iOS apps development Labo. 

 

3. Android アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション開発開発開発開発教育教育教育教育  

3.1. Android Studio のののの利用利用利用利用  

2014 年 12 月に正式バージョン 1.0.0 が公開された．

2015 年末をもって Eclipse と ADT(Android Developer 

Tools)のサポートが打ち切られ，Android アプリケーシ

ョン開発環境は Android Studio に移行された．最新バ

ージョンは 2.2（2016 年 9 月 19 日リリース）となって

いる．Android のバージョンより速いサイクル（1～2

カ月）おきに変更が入っており，バージョン毎の違い

を意識した開発をしなければならない．また，Android 

Studio のシステム要件は高スペックであり，学生が所



 

  
 

 

持しているパソコンではスペック不足になる可能性が

ある．実際に 2014 年度，2015 年度の学生に対しては

各自のノートパソコンを使用していたが開発の途中で

のフリーズや，エミュレータが動作しない状況が頻発

した．Android Studio のシステム要件を表 1 に示す．  

 

表  1 Android Studio のシステム要件  

Table 1 Android Studio System Requirements. 

Android Studio のシステム要件（公式サイトより）  

OS Windows の場合，Windows7 以降  
Mac の場合，10.8.5 以降  

システムメモリ  2GB 以上，8GB 以上を推奨  

ディスク容量  2GB 以上の空きディスクスペース  
4GB を推奨（ IDE に 500MB，Android 
SDK とエミュレータのシステムイ
メージに 1.5GB）  

画面解像度  1280×800 以上  

 

3.2. Android アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション開発に開発に開発に開発に必要な必要な必要な必要な知識知識知識知識  

 Android アプリケーション開発では，Android Studio

を使用して開発を行う．そのためには以下のような知

識が必要であると考える．   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Java 基本文法やオブジェクト指向の理解はすぐに理

解できるものではない．そのため，本校での授業では

事前学習として情報処理科モバイルアプリ開発コース

の１年後期に「プログラミング実習」（総時間数： 90

時間）を実施している．なお，当該科目では，開発環

境に Eclipse を使用している．その後，２年前期の「モ

バイルプログラミング１」において，Android Studio

の使い方からデバッグ方法までを学習する．  

3.3. 授業展開（授業展開（授業展開（授業展開（モバイルプログラミング１モバイルプログラミング１モバイルプログラミング１モバイルプログラミング１）））） 

情報処理科モバイルアプリ開発コースの２年前期

では，Android アプリケーション開発を実施している．

科目名は「モバイルプログラミング１」である．この

科目は各回，1 コマ 90 分授業×2 となる．全 15 回（30

コマ）×3 時間=計 45 時間のカリキュラムである（表 2

参照）．教科書は大津真著の「 Java からはじめよう

Android プログラミング―Android Studio 対応版」 [7]

を採用した．この書籍はプログラミングの初心者を対

象としており，段階的にステップアップしながら，

Android プログラミングのための基礎知識を学習でき

る入門書となっている．この教科書とオリジナルの資

料や課題を用いて授業展開した．この授業の到達地点

は，自分でアイデアを考えたアプリが作れるようにな

ることである．  

第 1 回はガイダンスとモバイルアプリ開発について

講義を中心に実施した．第 2, 3 回目では Java の基本文

法（順次・選択・繰返し・配列）とオブジェクト指向

プログラミングについて１年後期の「プログラミング

実習」で実施した内容のおさらいをした．第 4 回目か

ら本格的に Android アプリについて学習を始めた．後

半では課題で簡単なアプリを出題し各自に作成しても

らった．また，教科書にはなかった 2014 年に Google

が発表したデザインのガイドラインである「マテリア

ルデザイン」もテーマとして取り扱った．最終的に，

各自がテーマ決めアプリを作成する課題を出した．  

 

表  2 モバイルプログラミング１のカリキュラム  

Table 2 The curriculum of mobile programming 1. 

回数  テーマ  

第 1 回 モバイルアプリ開発の概要（講義）  
Android Studio を用いたアプリ開発方法  

第 2 回 Java の基本文法（おさらい）  
順次，選択，繰返し，配列  

第 3 回 オブジェクト指向プログラミング  
カプセル化，継承，ポリモフィズム  

第 4 回 Android アプリの基本アーキテクチャ  
Android プロジェクトの作成  
自動生成されたプロジェクトの解析  
エミュレータの作成と使い方  

第 5 回 Toast と Logcat によるメッセージ表示  
アクティビティのライフサイクル  

第 6 回 レイアウトファイルの使い方  
パレットを用いた画面作成  
デバッガの使い方  

第 7 回 イベント処理の実装方法  
割り勘アプリの作成  

第 8 回 標準体重計アプリケーションの作成  
誕生日リマインダーの作成  

第 9 回 いろいろなビューの使い方  
じゃんけんアプリの作成  

第 10 回 グラフィックに関する機能  
アニメーション  
おみくじアプリの作成  

第 11 回 育成ゲームの作成  

第 12 回 マテリアルデザイン  

第 13 回 お絵かきアプリケーションの作成  
タッチイベントの処理  
ストレージの取り扱い  

第 14 回 自主課題制作  
各自がテーマを決めアプリを作成  

第 15 回 自主課題制作  
各自がテーマを決めアプリを作成  
作品提出  

 

・ Java 基本文法とオブジェクト指向の理解  

・Android Studio の使い方  

・Android アプリケーションの構成  

・イベント駆動型プログラミングの理解  

・ライフサイクルの理解  

・UI/UX の設計思想（マテリアルデザイン）  

・グラフィックに関する機能  

・エミュレータ（AVD）の利用  

・デバッグ方法  



 

  
 

 

4. 評価評価評価評価・・・・考察考察考察考察  

4.1. アンケートアンケートアンケートアンケートにににによるよるよるよる実態把握実態把握実態把握実態把握  

モバイルプログラミング１を履修した学生（N=37）

を対象にアンケートを実施した．各設問に対しては項

目毎に 1 点～5 点と点数を付けた（表 3 参照）．そして，

その項目の選択数を重みとして平均値を求め，その平

均値を各設問のポイントとした（表 4 参照）．最低点が

1 で最高点が 5 となり，5 に近いほど学生の理解度が高

いと評価できる．  

 

表  3 項目毎の点数  

Table 3 The score for each items. 

項目  点数  

よく理解できた 5 点  

理解できた 4 点  

どちらかといえば理解できた 3 点  

理解できなかった 2 点  

全く理解できなかった 1 点  

 

表  4 設問毎の平均値（N=37）  

Table 4 The average value of each questions. 

設問  質問内容  平均値  

Q1 Android の基本アーキテクチャ
（構造）  

3.32 

Q2 Android Studio のインストール
方法  

4.03 

Q3 Android プロジェクトの作り方  4.44 

Q4 Android プロジェクトのディレ
クトリ構成  

3.81 

Q5 エミュレータ（AVD）の使い方  4.06 

Q6 レイアウトファイルの使い方  4.08 

Q7 Toast と Logcat によるメッセー
ジ表示  

3.56 

Q8 アクティビティのライフサイク
ル  

3.33 

Q9 アクティビティとビューの取り
扱い  

4.14 

Q10 イベント処理の使い方  3.86 

Q11 リソースファイルの配置と使い
方  

4.25 

Q12 アニメーション  3.17 

Q13 マテリアルデザイン  3.42 

Q14 ストレージへの保存方法  3.03 

 

各設問に対して，「理解できなかった」もしくは「全

く理解できなった」と答えた学生は少なかった．  

結果，Android の基本アーキテクチャやライフサイ

クルなど，講義形式で説明した箇所の理解が低いこと

がわかった．毎回の授業で，新規の Android プロジェ

クトを作成していたため，Android プロジェクトの作

り方はほとんどの学生が理解した．  

レイアウトエディタの使い方は，理解が高いことが

わかった．説明されなくても直感的に理解できること

が要因であると推察できる．  

イベント処理に関しては，エディタウィンドウでソ

ースコードの編集が必要となる．これに関しては，フ

ィールドやメソッドといった Java の基本文法やオブ

ジェクト指向プログラミングの知識が必要となる．そ

のため，プログラミングに苦手意識がある学生の理解

度が低かった．  

4.2. 苦手苦手苦手苦手箇所の分析箇所の分析箇所の分析箇所の分析（マインド（マインド（マインド（マインドマップマップマップマップ）））） 

アンケートでの自由回答（Q：授業で難しいと思っ

た点を教えてください）を元にマインドマップへの落

とし込みを行った（図 2 参照）．なお，括弧内の数字は

人数を表している．集計の結果，プログラミングに苦

手意識を持っている学生が多いことがわかった．１年

後期に Java プログラミングを一通り学習していたが，

理解が不十分であった．そして，１年後期の授業後は

春季休業と国家資格（基本情報技術者試験や応用情報

技術者試験）の対策講座があり，２年前期の通常科目

が開講するまで３カ月近くの期間が空いてしまうため

全く何もしていなければ，開講するころには学習して

得た知識を忘れてしまっている可能性がある．  

Android の基本アーキテクチャを覚えなくてもアプ

リ開発はできる．そのため，理解度は低いが難しかっ

た点には上がらなかった．同様に Android Studio のイ

ンストールは授業開始時点から iMac にインストール

されており意識する必要はない．Q6 のレイアウトファ

イルの使い方に関連して，ビュー（部品）の配置が難

しいことや，パレットに表示されている部品が多く使

いづらいという意見もあったが少数であった．  

Q7 以降の項目では，プログラミングの要素が含まれ

ている．アニメーションやストレージの保存など特に

プログラミングが必要となる箇所で理解度が低いこと

がわかった．  

4.3. 自由記述自由記述自由記述自由記述欄の欄の欄の欄の評価評価評価評価  

 アンケートに自由記述欄を設けて記述された内容の

分析を行った．まず，肯定的な意見（今後も勉強を継

続したい，アプリをマーケットに出したいなど）と否

定的な意見（授業の改善案など）の分類をした．否定

的な意見の学生は，授業の理解度が高い学生もしくは，

欠席が目立つ学生であった．  

授業の進め方としては，各学生が遅れないようにゆ

っくりしたペースで進めていたが，プログラミングに

慣れている学生にとっては少々物足りなさがあった．

授業の進め方には改善する余地がある．  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜肯定的肯定的肯定的肯定的な意見な意見な意見な意見＞＞＞＞  

『Android アプリ開発をやってみて，さらにアプリ開

発に対する興味がわきました．この授業で Java の重要

性を感じたので Java SE 7/8 Bronze の資格を勉強する

きっかけにもなりました』  

『もっとたくさん勉強して，最終的には，Google Play

や App Store にだしたいです』  

『アプリ開発の授業はついていくのが大変でしたが周

りの皆に支えられてなんとかできました．１つの言語

を覚えることは大変ですが、頑張って覚えていこうと

思います』  

『初めてプログラミングをガッツリやったのがこのコ

ースでした．最初はわけがわかりませんでしたが，少

しずつ理解できるようになってきているので今後も頑

張りたいです』  

『卒業までにもっと勉強して自分でアプリ開発ができ

るようになりたいです』  

『自宅でも何か作ろうと思います』  

『あまりプログラミングが得意な方ではなく，分から

ないところも多かったのですが，先生に質問すると時

間をかけて丁寧に教えてくださったので，周りに遅れ

ることなく楽しく授業を受けることができました』  

『プログラミングは難しいですが，好きなのでいろい

ろなことがしたいです』  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『自分で一から考えて，プログラミングし，テストし，

マーケットに公開したいと思った．会社に入社してか

ら授業で学んだことを忘れずにやっていきたいと思い

ます』  

『教科書を見ながらやっていて分からないことがある

ので，これから社会にでて通用するか不安があるが，

残りの学生生活で少しでもプログラミングの技術を身

に付けて，ちゃんとできるようにしていきたい』  

『自分でアプリを作ることが楽しかった．これからも

自主的に学んでいきたいです』  

 

＜＜＜＜否定的否定的否定的否定的なななな意見＞意見＞意見＞意見＞  

『もう少し全体的に難易度を上げた方が良いと思いま

す．授業のペースがゆっくりだった分，周りもダラけ

ていました．少しペースをブーストするかアクティビ

ティをもっとやるとかした方が全体的に理解度が高ま

るのではないかと思います』  

『最後に作った直感ゲームアプリのアプリが終了する

条件に while 文を使ったらうまくいかなかったのです

が気になります．無限ループしてしまう』  

『教科書は一通りやってしまって，後半は自分たちで

自習できる時間がほしかった．そして，自分の作品を

発表したかった』  

『欠席が原因で授業内容が理解できなかった』  

 

 

図 2 苦手箇所の分析（マインドマップ）  

Figure 2 Analysis of the weak points (Mind Map). 



 

  
 

 

5. 結論結論結論結論・・・・まとめまとめまとめまとめ  

本論文では，Android アプリケーション開発の実習

における学生のつまずき箇所を分析した結果を報告し

た．Android Studio の使い方や画面の作り方などは理

解できるが，プログラミングに対しての理解（特にオ

ブジェクト指向の考え方）が不十分であった．イベン

ト処理や自動生成されるソースコードの理解が難しか

った学生が多い．そもそも Java の基本文法を忘れてい

る学生もおり，学生が受講前に復習できる環境作りが

必要である．  

また，学生が理解したと思っても実際にできないこ

ともあり自分たちでアイデアを出して作ろうとしても

できない場合もあった．教員が授業で課題を出すがそ

れはあくまで学生ができることが前提である．実際，

学生たちがアイデアを出し開発をしようとすると形に

することができない場合が多い．アイデア発想力の育

成については別途研究している [8]．自主制作に関して

は自分たちで考えて作ってもらったが，完成度につい

ては開きがあった．完成度が高い作品に関しては発表

する時間がとるべきだった．  

2.2 のモバイルアプリ開発教育で述べたが，モバイ

ルアプリ開発は学生にとって身近なテーマ（スマート

フォンアプリ）を題材にすることで興味を持ってもら

い，より深く勉強してもらうためのモチベーション向

上（学びの原動力）につながるものであると考える．

結果，多くの学生がプログラミングに対しての探求心

や興味が深まった．  

6. 今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題  

今回の授業を通した課題を述べる．まず，オブジェ

クト指向に関する学習が不十分であった．学生が受講

前に復習できる環境作りを行う．また，デバッグにつ

いても説明はしたが理解が不十分であった．時間をと

ってバグの発見手法を教える必要がある．  

逆にすでにプログラミングについて理解が深まっ

ている学生にとっては授業内容に不満がある学生もい

た．能力が高い学生には，もっと深い知識を得られる

ような考慮も必要である．最終的な到達地点を「自ら

考案した Android アプリケーションを開発できるよう

になる」としていたが，能力が高い学生は，Google Play

といったマーケットへの公開までを目標にすべきであ

る．後期のモバイルプログラミング２では， iOS アプ

リ開発を実施していくが App Store への公開も視野に

計画を立てていく予定である．  

また，今回は定性的なアンケートにより評価したが，

定量的に学生の作品（ソースコード）を解析すること

も検討している．学生がプログラミングに苦手意識を

持つ要因にソースコードが複雑になってしまうことが，

挙げられる．読みやすいコード（リーダブルコード）

を意識したコーディングができるような環境を整備し

たいと考える．  

そして，本校の情報処理科では，１年後期にソフト

ウェア開発 PBL 型の科目「卒業制作」を実施している．

この科目では在学中に学んだことを活かしてグループ

毎にテーマを決め，作品の作成や自由研究を行ってい

る．モバイルプログラミング１で学習した内容を発展

させてグループでのチーム開発を学ぶことになるがチ

ーム開発でのソースコード管理など授業で教えていな

技術もあり，モバイルプログラミング１の授業でどこ

まで教えるかも検討する必要がある．参考までに 2015

年に実施された情報処理科の卒業制作では 27 チーム

が参加して，モバイルアプリ開発をテーマとしたチー

ムが 14 チームあった．また，IoT を意識したプロジェ

クトも数件あり，今後増えていくと予想されている．  

 

7. 問合先問合先問合先問合先  

日本工学院八王子専門学校  

ＩＴカレッジ ＩＴスペシャリスト科  

 〒192-0983 東京都八王子市片倉町 1404-1 

TEL： (042) 637-3296 FAX： (042) 637-3714 

E-mail：kizakistr@hac.neec.ac.jp 

 

文文文文    献献献献  
[1] 横井尚美，“プログラミング教育の可能性，”実教

出版  商業資料 102 号，pp.10-13, March, 2016. 

[2] 上田益久，“スマホアプリ開発の授業実践を通し
て，”実教出版  商業資料 99 号，pp.17-20, March, 
2015. 

[3] 飯塚康至，最首和雄，“Android アプリコンテスト
による Java 言語実践教育，”情報処理学会  第 114
回 コ ン ピ ュ ー タ と 教 育 研 究 発 表 会 ， no.17 ，
April.2012. 

[4] 内海太祐  “PBL による Android アプリケーショ
ン開発授業，”湘北紀要 34 号 , pp.205-211, March, 
2013. 

[5] Ani Nahapetian,“Incorporating development for 
mobile devices when teaching software 
engineering, ”Interdisciplinary Engineering Design 
Education Conference (IEDEC), 2013 3rd, pp.49-50, 
State of California, USA, March.2013. 

[6] Motronenko Inna; Motronenko Yuri, “Improvement 
of studying the thematic line ‘Algorithmization and 
Programming’ course of computer science in the 
education system of the Russian 
Federation, ”Scientific Conference on Informatics, 
2015 IEEE 13th International, pp.178-182, Poprad, 
Slovakia, Nov.2015. 

[7] 大津真， Java からはじめよう Android プログラミ
ング―Android Studio 対応版，インプレス，東京，
2015. 

[8] 木崎悟，“情報系専門学校におけるアクティブラ
ーニングを導入した発想力育成教育の取組み ,”情
報処理学会コンピュータと教育研究会  情報教育
シンポジウム 2016 論文集 , pp.182-189, Aug.2016. 

 


