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   ＜あらまし＞ 現在，STEAM 教育をはじめとして，教科横断的な学びや，探究的な学びが求められて

いる．本研究では，小学校 5 年生を対象に，一人一台のタブレット端末環境のもと，IoT 教材を活用し

た問題解決型の授業を検討し，1 学期間を通して実践した．その結果，児童の成果物から，児童は問題

を発見し，問題に対し解決策を考案していることが確認され，解決策に応じて IoT 教材を活用するこ

とができていた．また，児童の感想を分析すると，問題解決に取り組む際，個人志向の児童の場合は

自分の意見をすぐ実行に移せること，グループ志向の児童の場合は他者と協力や分担できることが，

問題解決が行いやすくなる要因であることが示唆された． 

 

    ＜キーワード＞  プログラミング教育 情報教育 PBL IoT 小学校  

 

1. はじめに 

2020 年度から小学校でプログラミング教育が

必修化される．必修化に向けて，教科内や総合的

な学習の時間など，多岐にわたる実践が行われて

いる．小池(2018)は，小学校 3 年生の総合的な学

習の時間におけるプログラミング教育のカリキ

ュラム開発と実践を行った．結果として，内容が

多様である全 7 次 40 時間のカリキュラムを開

発・実践することで，カリキュラムの実践可能性

を示した．田口・村上(2019)は，小学校 3・4 学

年理科の単元で実践を行った．その結果，児童は

プログラミングの課題を解決できるということ

が分かったが，理科の授業として評価に課題があ

ることも明らかになった． 

一方，昨今では STEAM 教育のような教科横断的

な学び，問題解決に取り組むような学びの重要性

も指摘されている(新井, 2018)．しかし，プログ

ラミングも含めた，それらのような学びを実現し

た実践は少ない． 

そこで，本研究では 1 学期間を通したプログラ

ミング教育の授業として問題解決型の授業を実

践し，児童の感想を分析することでその様相を明

らかにする． 

2. 研究の方法 

授業の対象は，都内私立 A 小学校の 5 年生 4 学

級，144 名である．期間は 2019 年 4 月から 7 月

の 1 学期間，週に 1 回ずつ，合計 11 回行う．A

小学校は全学年に授業「情報」を必修で課してお

り，5年生は週 1回授業が行われている．授業は，

筆者と専任の情報科教員 1 名によるティームテ

ィーチング(TT)で行う．なお，筆者は非常勤講師

として 5 年生情報の授業を TT で担当している． 

授業で使用する IoT 教材は，ソニー社の MESH

である．MESH はセンサや LED が搭載されたブロ

ックを用い，プログラミングでそれらを操作する

ことができる．児童は一人一台の iPad を所有し

ており，日常的に iPad を使用した授業を行って

いる．無線 LAN は学校内に十分に設置されている．

授業は情報教室もしくは通常教室で行う．情報教

室は，丸い 6 人掛けのテーブルが 6 つ，教室前方

にはスクリーンが 2 台あり，情報の授業でのみ使

用する教室である． 

3. 授業の開発と実践 

授業の計画を表 1 に示す．第 1 次においては，

3 人のグループで，MESH を用いた教室の問題解決

に取り組む．この際，iPad を一人一台使用し，

MESH はグループに 1 セット(LED，ボタン，人感

センサ，動きセンサ，温度湿度センサ，明るさセ

ンサの 6 つのブロック)を配布し，また希望者に

は Apple Pencilを配布する．第 2次においては，

第 1 次においてグループで行った内容を，個人で

行い，解決する問題は教室に限らず学校内のどの

場所・人でも構わないとする．問題解決の成果物

として，問題のある場所，具体的な問題，使用す 

- 519 -

日本教育工学会　2020年春季全国大会



表 1 授業の計画 

次 時数 授業の内容 

1 1 1 学期の説明．MESH の説明 

 1 教室の問題を見つける 

 

1 問題を解決する案を考え提案書

を作る 

 1 問題を解決する 

 

1 問題解決の成果報告書(チラシ)

作成 

 1 提出 

2 

 

 

4 1 次の流れを個人で行う 

(問題発見→提案書仮作成→問題

解決→報告書提出) 

 

1 IoT について復習・説明．感想記

入・提出 

 

 
図 1 整頓を促す問題解決の報告書(個人)の一部 

 

るセンサなどを記入する報告書を作成する．また，

第 2 次の最後に，IoT について振り返りと説明を

行う． 

4. 結果と考察 

第 2 次で提出した報告書のうち，個人で取り組

んだものの一部を図 1に示す．図 1のように，MESH

を実際に使用している写真と，プログラムの写真

を貼り付けるよう指示した．児童は問題を考え，

解決策を提案出来ていることがわかる．全ての児

童が記入欄を埋めていたが，仕組みを適切に説明

できていない児童も見られた． 

第 2 次において児童が記入・提出した問題解決

の授業に対する感想(N = 68)では，グループでの

解決と個人での解決，どちらがやりやすかったか

を記入させた．個人とグループとで，選んだ児童

を群分けし，感想の特徴語を分析した．上位 10

個のリストを表 2 に示す．表 2 から，個人志向の 

児童は自分の意見でスムーズに解決できること

が良いと考えていると推測される．グループ志向 

表 2 感想における特徴語のリスト 

個人志向   グループ志向 

1 人 .652  グループ .531 

個人 .316  3 人 .361 

意見 .292  協力 .226 

自分 .262  出る .194 

解決 .186  早い .194 

スムーズ .154  分担 .167 

進む .105  出来る .147 

考える .103  役割 .133 

楽 .079  2 人 .129 

自由 .079   MESH .129 

の児童は，他者と協力できることや，役割分担す

ることで効率的に解決できることが良かったと

考えていると推測される． 

5. まとめ 

本研究では，小学校 5 年生向けのプログラミン

グ教育の授業として，IoT 教材を活用した問題解

決型の授業を実践し，児童の感想から授業の構成

について検討した．その結果，児童は IoT 教材を

活用することができるということが明らかにな

った．また，問題解決に対し個人志向と答えた児

童は，自分の考えをスムーズに実行できることや，

自由にできることが重要であることが示唆され，

グループ志向と答えた児童は，他者と協力できる

こと，役割を分担できることが重要であることが

示唆された．課題として，児童は問題解決をおお

むね行えていたものの，プログラミングを適切に

できていない児童も存在した．今後は，児童が問

題解決においてプログラミングを適切に活用す

ることができるか明らかにする必要がある． 
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