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1. は じ め に 

小学校でのプログラミング教育が2020年度から必修

化され，算数や理科といった様々な教科等で，実践が

行われている．例えば上出ほか（2017）は，算数数学

教育として，関数の座標概念の理解を深めることを目

的としたプログラミング教育の授業を検討した．結果

として，通常の方法に比べて座標概念への理解が深ま

ったと同時に，プログラミングへの興味・関心も高ま

ったと報告されている．文部科学省（2018b）にもある

ように，プログラミング教育を各教科等の中で実施す

る場合には，それぞれの教科等の学習をより深いもの

とすることが重要である． 

しかし，各教科内でプログラミング教育を実施する

場合，今回の学習指導要領改訂では，想定されている

各教科等の標準指導時数増加が行われていないため，

指導時数の調整が難しいと考えられる．そこで，総合

的な学習の時間（2020年度から総合的な探究の時間）

を用いて，小池（2018）は小学校３年生のプログラミ

ング教育カリキュラム開発を行った．全７次40時間の

カリキュラムを開発し，４月から10月にかけて実践を

行ったことで，カリキュラムを無理なく実践すること

ができることが示された．プログラミング教育を，こ

れまで実践されてきた総合的な学習の時間（総合的な

探究の時間）のそれぞれの領域に取り入れることで，

プログラミング教育で達成したい内容をより達成でき

るようになると考えられる． 

諸外国においては，イングランドにおいて教科

「Computing」が2014年９月から必修化されたことは記

憶に新しい（The Royal Society 2017）．Computing は，

プログラミングのみを指導する教科ではないものの，

プログラミングを指導する際は他教科とは独立した時

間で指導することができる．この点において，日本の

カリキュラムより余裕を持っていると考えられる．他

にも，オーストラリアで 2016 年度から Digital 

Technologies という教科が必修化されるなど，プログ

ラミングに限らず，情報に関する時間を確保すること

は世界的に広まっている状態である（太田ほか 2016）． 

情報に限らず理系科目への注力の動きの一つとして，

STEM/STEAM 教育というものがある．STEM/STEAM
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Mathematics の頭文字を取ったものに関する教育であ

る．以前は Art を抜いた，STEM 教育と呼ばれること

が多く，本稿でも以降 STEM 教育と表記する．STEM

教育は，世界的に STEM 関連の職業が増えつつある現

代に対応するため，世界各地で重点が置かれている．

日本では，STEM 教育を学校現場で実践しやすくする

ため，様々な教材の開発や，実践報告が行われている

（木村ほか 2017；塩田ほか 2016）．新高等学校学習指

導要領に「理数」という教科が設置されるように（文

部科学省 2018a），STEM 教育はそれぞれの領域固有の

学びだけではなく，領域を横断するような探究的な学

びが必要と考えられる． 

教科横断型の学習や，探究的な学びとして考えられ

る学習の一つに，問題基盤型学習（Problem-Based 

Learning，以下，PBL と表記）がある．PBL は，「学習

者が協調しながら複雑かつ不良定義（ill-structured）

な問題を理解したり解決したりするという，学習への

能動的なアプローチである」（BARROWS 2000；SAVERY 

2006邦訳：山口 2016）．元々，医学部生が基礎的な知

識を臨床の場面へどのように応用すればよいかを学習

するために，主に医学教育の一環として始まった（LU 

et al. 2014）．グループで，「問題のシナリオ」→「事実

の同定」→「仮説の生成」→「知識のギャップ（学習

すべき事項）の同定」→「自己主導型学習」→「問題

に対する新しい知識の応用」→「評価」→「振り返り」

→「問題のシナリオ」というサイクルを回していくこ

とで，さまざまな学問領域の内容を統合することや，

協調やチームワークを経験することが達成される

（HMELO-SILVER 2004）．医学における臨床診療のみな

らず，日本でも，木村ほか（2018）や，井上（2005）

など，情報教育や理科教育などにおいて，様々な実践

が行われている． 

小学校プログラミング教育は，コーディングを覚え

るための教育ではないものとして導入された．そのた

め，プログラミング言語の内容を教えるような授業と

してではなく，PBL や STEM 教育のような，探究的な

学びとして位置づけることも考えられる．その際，探

究的な学びとしてのプログラミング教育に適している

と考えられる教材が，IoT 教材である． 

三井ほか（2018）では，IoT 教材を用いて小学校４

年生に２単位時間のプログラミングの授業を行った結

果として，児童が IoT 教材を活用したプログラミング

授業を好意的に評価していることが明らかになってい

る．また，KUDO et al.（2018）では，中学３年生に対

し16単位時間の授業を実施し，４人グループで IoT 教

材を用いた商品開発・発表に取り組んだ結果として，

中学生は IoT 教材を用いた授業を楽しみ，IoT への関

心を高めていたことが明らかになっている． 

また，IoT 教材について２週間の研修を受けた小学

校教員５名が，IoT 教材を活用してどのような授業を

構想できるか考えたところ，プログラミングに関する

学習活動の分類（文部科学省 2018b）のうち C 分類「各

学校の裁量により実施するもの」として構想された授

業数が全体の７割であった（佐藤ほか 2018）．このこ

とから既存の各教科等に縛られない学習として IoT 教

材が適している可能性が示唆される． 

IoT 教材を用いて小中学生を対象としたワークショ

ップを行った MYLONAS et al.（2019）の研究では，建

物内におけるリアルタイムデータを用いた学習を行い，

94％の生徒たちはこの活動が好きだと答え，98％の生

徒はこのような活動が建物のエネルギーについて学ぶ

のに役立つと考えていると答えた．生徒と共にワーク

ショップに参加した小中学校の教師７名にアンケート

とインタビューを行った結果では，IoT のハードウェ

アやソフトウェアを利用した教育活動は，各学校のカ

リキュラムに合わせて柔軟に組み合わせることができ，

良い結果が得られることを実感しているという回答が

得られている． 

これらの先行研究より，プログラミング教育におい

て IoT 教材を用いることは，児童の関心を高め，楽し

みながら学習を行うことができると考えられる．特に，

IoT 教材は各種センサによりデータを取得することが

でき，特定の教科に縛られず教材を活用することがで

きるため，PBL のような探究的な学びとも親和性が高

いと考えられる．また，小学校プログラミング教育の

実践として扱われることの多い Scratch などのビジュ

アルプログラミング言語は，その多くが画面上でのプ

ログラミングに留まり，学習者はプログラミングを身

近に感じることが難しい．しかし，IoT 教材では現実

世界のデータを扱うことが出来たり，実際のモノを作

る活動も可能であるなど，他のプログラミング教材と

比較して優れている点がある． 

以上より，教員，児童にとっても，既存の教科に縛

られず，PBL のような探究的な学びとしてプログラミ

ング教育を行う際に，IoT 教材を用いることは有効で

あると推測される． 

ここで，PBL は個人で行われるものとグループで行

われるものが存在する一方，三井ほか（2018）と KUDO 
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et al.（2018）ではグループ活動のみ行われており，グ

ループで行われることによる特徴は明らかでない．

MYLONAS et al.（2019）については，活動形態の記述が

見受けられず，同様に個人/グループの特徴は明らかに

なっていない．すなわち，小学生が PBL による問題解

決において，対処不可能な困難に遭遇しないで活動を

行うには，個人での PBL とグループでの PBL のどち

らが適しているか定かではない．そこで本研究では，

小学校において，情報の授業として週に１時間の時間

を確保し，探究的な学びとして PBL 型の授業を個人で

の解決とグループでの解決の時間を設けて指導するこ

とで，次の２つを明らかにすることを目的として授業

を実施した． 

(1) プログラミング教育として PBL 型の授業を行う

場合，児童は IoT 教材のよさを活用して問題解決

を行うことができるか． 

(2) PBL 型の授業において，個人活動とグループ活

動によって児童の反応はどのように異なるのか． 

2. 方 法 

2.1. 調査対象と時期 

2019年４月から７月にかけて，東京都内の私立 X 小

学校の教科「情報」の授業において，2019年度５年生

４クラス139人を対象とする．感想の自由記述について

は，欠損値のあるデータを削除し，残りを分析対象と

する． 

2.2. 教室環境と使用する教材 

X 小学校は，iPad を児童１人１台所持しており，日

常的に様々な教科の授業で使用している．全学年に教

科「情報」が必修で設定されており，５年生は毎週１

コマ（40分）行われる．情報の授業は，情報の専科教

員が全学年担当しており，全ての授業で教員が２名担

当する，ティームティーチングで行われる．なお，筆

者は情報科の非常勤講師として，2019年４月から，常

勤教員 S 教諭と共に５年生を担当している． 

情報の授業は，通常，情報教室で行われる．情報教

室は，ラーニングコモンズのような教室になっており，

三角形の机が６つ繋がり６角形になった島が６つあり，

イスは丸椅子がある．情報教室では履いているものを

脱ぎ，靴下の状態で授業を受ける．また，情報教室に

は教室前方にプロジェクタとスクリーンが２台あり，

教員の iPad をスクリーンに投影して授業が行われる．

X 小学校全域には，無線 LAN が設置されており，教員

用のもの，児童用のもの，情報科用のもの，といった

形で分散しているため，通信は安定して行うことがで

きる． 

使用する IoT 教材は，ソニー社の MESH である．

MESH は，消しゴムほどの大きさでブロックのような

形状をしており，LED や，温度・湿度センサ，ボタン

といった機能を持つ，プログラミングツールである．

タブレット端末等と Bluetooth で接続することにより，

接続した端末上のビジュアルプログラミングアプリか

ら，センサや LED を動作させることができる．MESH

には，７種類のブロックがあり，ボタン，LED，動き

センサ，人感センサ，明るさセンサ，温度湿度センサ，

GPIO タグの７種類である．それぞれのブロックは，

充電池を内蔵しており，授業前に micro-USB ケーブル

を用いて充電しておくことで，４コマ連続の授業で使

用することができる電池容量となっている．本授業で

は，GPIO タグを除いた６種類を，30セット用意する．  

2.3. 授業の構成 

PBL の授業を全11回，表１の通り設計する． 

グループ活動におけるグループは，男子２人，女子

１人の３人グループを基本とする．５年生は，各クラ

スの男女比率が2:1であるため，出席番号順に機械的に

割り振る．一部，一時的に海外の学校に通っている児

童もいるため，その児童が含まれるグループは２人グ

ループになる．以下に，授業の詳細を述べる． 

2.3.1. １次の授業の流れ 

１次では，３人グループを基本とする，グループに

よる PBL を行う．初回の授業は，５年生として初めて

の授業ということで，iPad の使い方に関する確認と，

１学期に行う授業の内容に関する説明，グループ作成，

問題を見つける活動を行う．まずは，教室に関する問

題を解決するというシナリオで，各クラスの通常教室

において，どのような問題が存在しているか考える．

なお，情報の授業は通常，情報教室で行われる．１次

第１，５，６回は，基本的に全員が情報教室で授業に

参加し，第２，３，４回は，各クラスの通常教室で行

う．MESH は各グループに１セット配布し，各グルー

プの必要に応じて追加のブロックを渡す． 

第２回から，問題の発見，解決のための企画書作成

に入る．問題を発見したグループは，その問題と，問

題に対して MESH を用いた解決策を考える．１次では

教室内の問題を考えるため，誰の問題なのか（担任，

男子，女子など），どのような問題なのか（電気の消し

忘れ，ボールの出しっぱなしなど），ということを具体

的に考えながら，MESH を用いてどのように解決でき
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図１ １次で作成した企画書の一部 

るか考える．解決策を考え，図１に示すような，問題

解決のための企画書を作成し，教員のチェックを通過

したグループから，MESH を設置しにいくなど，実際

に解決していく． 

問題の解決が実行出来た後は，その仕組みがどのよ

うに優れているのか，商品としてアピールできるよう

なチラシ（提案資料）を１枚，図２のように作る． 

１次の授業の流れを PBL のサイクルに当てはめる

と，「問題のシナリオ」と「事実の同定」が第１回，「事

実の同定」と「仮説の生成」，「知識のギャップ（学習

すべき事項）の同定」が第２，３，４回，「自己主導型

学習」と「問題に対する新しい知識の応用（今回の場

合，MESH が新しい知識）」，「評価」が第５，６，７回

に当てはまる．「振り返り」については，２次の第８，

９回に当てはまる． 

2.3.2. ２次の授業の流れ 

２次は，教室に限らず，X 小学校全域を対象として，

問題を発見して解決する，というシナリオである．問

題解決は，個人で行いたい児童は個人で行い，グルー

プで行いたい児童はグループを組んでも良いというこ

とにする．基本的な流れは１次と同様であるが，１次

では図１のような企画書を作成して提出させていたと

ころを，２次は時数も少なく，１次の間に慣れると考

えたため，企画書の作成は行わないこととする．MESH

は，６種類30セットを，好きな組み合わせで，常識的

な範囲であれば好きな個数を使用してよいとする． 

企画書という形で問題を整理しなかった代わりに，

２次の 終成果物は，図２のような１枚チラシではな

く，より詳細を記載する提案資料にする．どのような

問題か，問題のある場所，使用するセンサの種類，セ

ンサを取り付ける場所，問題解決の仕組み，実際に使

用している写真，作成したプログラムのスクリーンシ

ョットを記載したものを，提案資料として作成する． 

２次の授業の流れを PBL のサイクルに当てはめる

と，「振り返り」と「問題のシナリオ」，「事実の同定」，

「仮説の生成」，「自己主導型学習」，「問題に対する新

しい知識の応用」が第８，９回，「評価」，「振り返り」

が第10，11回に当てはまる．前述の通り，２次は時数

が少ないため，第８，９回に詰め込みすぎているとも

考えられるが，第１回の授業において，個人で行う問

題解決についても説明を行っているため，児童は１次

の活動中から２次のアイデア等を考えると想定する． 

なお，第11回の授業終了後に，教員で成果物の評価

を行い，長期休暇に入る前にオンライン上で児童に返

却する． 

2.4. 自由記述による感想の調査 

２次の 後に，MESH を活用した PBL 型の授業につ

いて，児童に感想を記入してもらう．感想は，X 小学

校で活用している授業支援アプリ，ロイロノート上で

用紙を配布し，児童はApple Pencilを使用した手書き，

もしくはソフトウェアキーボードを使用した入力によ

って記入する．回収は，ロイロノートの「提出箱」機

表１ 本授業の構成と進め方 

回 次 概要 内容 

１ １次 グループ作成．問題の発見 ３人１組のグループ作成後，問題を考える 

２，３，４ 問題解決のための企画書作成 発見した問題について，誰の問題なのか，どのような問題な

のか，解決策の仕組みの説明，を含む企画書をグループで１

枚作成する 

５，６，７ 実際に解決した提案資料 

（チラシ）を作成 

実際に IoT ブロックを用いて問題を解決した様子が分かるよ

う，商品紹介という設定でチラシを作成 

８，９ ２次 個人，もしくはグループでの

活動（問題発見→問題解決） 

個人，もしくはグループの，好きな人数で，１次の問題発見

→問題解決に取り組む 

10，11 提案資料の作成 

感想の記入 

解決した問題について，場所，問題，解決策の仕組み，仕組

みが分かる写真，MESH アプリで作成したプログラム，を含

む資料を作成し提出する．問題解決の感想を記入する． 
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図２ １次の 終的な提案書（チラシ）例 

能を使用して行う．感想で記入する項目は，表２に示

す項目である． 

表２に示す項目では，設問１で児童がグループでの

問題解決と個人での問題解決のどちらの志向であるか

を明らかにしている．設問２では．設問１で選んだ志

向について，その理由を問うている．これにより，個

人/グループに対する好意的な感想が明らかになる．続

いて設問３と設問４では，個人/グループに対して，問

題解決しやすかった理由と，しにくかった理由を問う

ている．これにより，例えば個人志向の児童は個人で

の問題解決に対して好意的な理由を書き，グループで

の問題解決にはネガティブに感じた理由を書くことに

なるため，個人/グループのどちらに対しても考えを聞

くことができる． 

なお，２次の 後に授業の感想を収集したという点

については，１次においてグループでの問題解決を経

験し，２次では児童に個人/グループの活動形態を選択

させたことにより，２次の 後において感想を収集す

るだけでも，個人/グループに対する児童たちの精緻な

感想が得られると考えた．本研究は探索的研究であり，

授業前後の児童の変容を明らかにする目的ではないた

め，授業前後や１次終了時点との比較は行なっていな

い． 

3. 結 果 

3.1. 実践の結果から 

提出された提案資料は，「１．どんな問題を解決しま

すか？（1-1場所，1-2問題（もっとよくしたいこと））」

と，「２．商品はどのような仕組みですか？（2-1使用

するセンサの種類，2-2センサを取り付ける場所，2-3

どんな仕組みなのか）」という，記述による説明を求め

る部分と，「３．商品の仕組みが分かるような写真」，

「４．MESH アプリで作成したプログラムのスクリー

ンショット」という，写真の添付を求める部分で構成

されていた．それぞれの項目について，「問題設定は適

切か」「解決方法として使用した IoT 教材は適切か」「仕

組みが分かる写真が添付されているか」「作成したプロ

グラムは仕組みを実現できているか」という観点で，

観点が達成されていれば１点を付与する形の４点満点

で児童の到達度を評価した．その結果，未提出者を除

いた提出者129名の平均得点は3.42であり，得点３以上

の児童は113名（88％）であった．この結果から，多く

の児童は IoT 教材を適切に用いて問題解決を行うこと

が出来ていたと考えられる．  

3.2. 感想の有効回答数と分析方法 

分析対象となる感想は68人分が回収された．表３に，

男女別の個人・グループ志向の結果を示す．５年生139

人のうち，男子は79人中39人，女子は48人中29人が回

表２ 感想として聞いた質問項目 

設問 文 

１ グループ（２or３人）での問題解決と個人（１人）での問題解決では，どちらが問題解決しやすかった

ですか 

２ その理由を教えてください 

３ グループのとき，問題解決しやすかった（しにくかった）理由を教えてください 

４ １人のとき，問題解決しやすかった（しにくかった）理由を教えてください 

※設問１と２は同じ画面内に表示され，３と４が同じ画面に表示されている 

※設問３と４は当てはまる方を答えるよう指示した．設問１で１人と答えた場合は３ではしにくかった理由を答える 
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表３ 個人志向とグループ志向の男女差（単位：人） 

 個人志向 グループ志向 合計 

男子 21 18 39 

女子 17 12 29 

合計 38 30 68 

 

表４ 「しやすかった理由」における男女別の特徴語 

（性別内における出現数の割合） 

女子  男子 

自分 .387  １人 .367 

意見 .290  出来る .171 

聞ける .172  グループ .140 

出る .161  スムーズ .122 

早い .125  楽 .077 

協力 .121  行動 .075 

色々 .103  アイデア .073 

解決 .097  考える .073 

楽しい .097  分担 .073 

３人 .091  問題 .073 

答した．これは，感想の回答を，提案資料の作成が終

わった児童から始めたため，提案資料作りのみで授業

が終わってしまった児童は回答できなかったことが原

因である．そのため，感想は問題解決における進度の

速い上位半数の児童が提出したことになり，進度の遅

かった児童による感想は反映されていない．この点は

注意して結果を解釈する必要がある．  

感想の分析には，テキストマイニングツール「KH 

Coder」を使用した．KH Coder は，テキスト型データ

を統計的に分析するためのソフトウェアである． 

個人活動とグループ活動への反応の違いを明らかに

するために，個人/グループ活動への言及について分析

を行う．しかし，X 小学校には６年間クラス替えが無

く，クラス内男女比も2:1という特性があり，3.1で述

べた提案資料の分析からも男女において個人/グルー

プ志向に顕著な傾向が出ると考えられたため，まず「性

別」と「個人/グループ志向」の２変数と好意的な感想

の対応分析を行う．これにより，個人/グループ活動へ

何を好意的に感じたのか詳細な分析が可能になる．次

に，性別による志向の違いが明らかになった後，個人/

グループ活動に対する児童の好意的/ネガティブな反

応を明らかにするため，「個人/グループ活動への言及」

という１変数と感想の分析を行う．この分析では，１

変数のみ扱うため，対応分析よりも結果が明瞭に読み

取れる（牛澤 2018 p.72），共起ネットワークを作成す

る． 

3.3. 活動への好意的な記述 

設問２，３，４において，問題解決しやすかった理

由として答えたもののうち，ネガティブな理由と考え

られるものを排除し，性別と設問１での回答を変数と

して対応分析を行った結果を図３に示す．総抽出語数

は1383，異なり語数は241であった．語の 小出現数を

２として，分析を行った．また，「メッシュ」と「MESH」

や，「ひとり」と「一人」といった表記のゆらぎは，そ

れぞれ出現数が多いものに合算するようにした． 

ネガティブな理由として扱ったものの例は，「３人だ

と色々言い合って分からなくなる」「３人でやると自分

の意見が言えなかったり，他の人の意見が合わなかっ

たりしたから」などである．表４に，図３で使用した

データにおける男女別の特徴語を示す． 

3.4. 個人活動・グループ活動への言及 

設問２，３，４において，個人活動への言及と考え

られる記述，グループ活動への言及と考えられる記述

をそれぞれ抽出し，言及における特徴を検討する．総

抽出語数は2288，異なり語数は329であった．記述に対

し，個人への言及を１，グループへの言及を０として

ダミー変数を導入し，外部変数として利用した．語の

小出現数は３として共起ネットワークを作成した．

結果を図４に示す． 

4. 考 察 

4.1. 児童の好意的な反応の特徴 

図３は，図の右側にプロットされている言葉ほど，

「個人志向」の児童に特徴的であり，左側にプロット

されている言葉ほど，「グループ志向」の児童に特徴的

な言葉であることを表している．また，同様に図の上

側の言葉は男子に特徴的であり，下側の言葉は女子に

特徴的な言葉である．原点付近は，どの属性の児童に

も見られた言葉である．図中の円の大きさは，各語の

出現頻度を表している． 

図３から，個人志向の児童は，「自由」「スムーズ」

「楽」といった記述をしていることが分かる．また，

「気」「使う」「済む」といった語も見られるが，これ

らは，グループ活動で他人に気を遣ったりしないで済

むという文脈で使用されていた．個人志向の児童は，

グループでの活動において，意見が出やすいことや，

役割分担をできるという正の面よりも，意見を合わせ

なければいけないことや，解決までの意思統一に時間

がかかるという負の面に着目していることが分かる． 

グループ志向の児童は，「合える」「協力」「分担」「出
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す」といった語を記述していることが分かる．グルー

プ志向の上方にある「話し合える」と「合える」の違

いは，「出し合える」「分け合える」といった用法であ

る点だった．グループ志向の児童は，グループ活動の

正の面に言及することが多く，個人活動の負の面に言

及している記述は少なかった．これは，１次において

は全員がグループ活動を行ったが，２次では個人活動

とグループ活動を選択制にしたことにより，１次でグ

ループ活動を好意的に捉えた児童は２次でもグループ

活動をしたためと考えられる． 

表４に示す，図３のデータにおける男女別の特徴語

と共に，男女の特徴を検討する．男子の記述の特徴と

しては，「出来る」「スムーズ」「アイデア」などがある．

一方，女子の記述の特徴としては，「聞ける」「出る」

「早い」などがある．割合でみると，男子は個人志向

が多く，女子はグループ志向が多いため，記述にも，

女子の特徴としてグループ活動の正の面に関するもの

が多く，男子の特徴として個人活動の正の面に関する

ものが多くなっていると考えられる．また，個人志向

のうち，「気を使う」のような記述は女子が多い傾向に

あり，男子は「楽」「個人」のような記述の傾向がある

事から，同じ個人志向の児童でも，グループ活動に感

じている煩わしさが異なるということが示唆される． 

4.2. 個人活動・グループ活動への感想 

図４は，「個人活動」と「グループ活動」に対する記

述の関係を表している．図の左側にはグループ活動に

関する記述に特徴的なもの，図の右側には個人活動に

関する記述に特徴的なものが表示されている．図の中

心部には，どちらの活動に対しても出現していた言葉

が表示されている．円の大きさは出現頻度を表してお

り，線上の数値は相関係数を表している．図では 小

スパニング・ツリーのみを描画しており，特に共起性

の強い語のみが表示されている． 

図４より，個人活動への言及として特徴的と考えら

れるものは，「スムーズ」「考える」「大変」などである．

個人であるからこそスムーズに問題解決のプロセスを

 
図３ 「問題解決しやすかった理由」として回答した内容の男女×個人グループ別の対応分析 
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移行できること，またじっくり考えることができると

同時に，解決策を自分で考えなければいけない大変さ

に関する記述が見られる．問題解決を個人活動で行う

場合は，解決する問題，解決方法について，集中して

考える時間を確保することが必要と考えられる．また，

一人で考えることが難しい児童には，教員がファシリ

テートすることで，つまずきを減らせると考えられる． 

グループ活動への言及としては，「出る」「楽しい」

「早い」などである．考えや意見が多く出てくること，

複数人で進めることの楽しさ，意見が多く出るために

解決策の決定までが早いということといった記述が目

立つ．グループ活動を行う際は，意見が活発に出ると

同時に，児童個々が自分の意見を我慢することのない

ような環境づくりが必要であると考えられる．また，

楽しいだけで終わらないよう，教員が適宜問題や解決

方法を深掘りすることも有用と考えられる． 

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

育を想定して，IoT 教材を活用した PBL 型の探究的な

学びとして11時間の授業を設計し，児童の感想から授

業の分析を行った．その結果，児童は IoT 教材を活用

して問題解決を行うことができると分かった．また，

問題解決を個人活動で行う際は，集中して考えること

のできる時間を確保すること，個人で進めるのが難し

い児童を適宜ファシリテートすることが必要というこ

とが示唆された．グループ活動で行う際は，グループ

内の児童が活発に意見を言い合え，個人の意見を我慢

させないような環境作りが必要であるという事が示唆

された．本研究の課題としては，感想を回収できたの

が一部の児童であったことから，分析結果に偏りが生

じている可能性があるということである．また，本研

究での児童の反応が，IoT 教材を用いた PBL に限った

反応であるのか，IoT 教材を用いない PBL においても

同様の反応が出るのか，という事は定かではない．IoT

教材を用いない PBL との比較検討が必要と考えられ

る． 

 
図４ 個人活動とグループ活動に対する記述の共起ネットワーク 
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Summary 

  The purpose of this study is to investigate whether 

students can solve problems using IoT materials in PBL 

programming classes at elementary schools and to clarify 
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the characteristics of students' responses in PBL classes 

depending on the number of students. A total of 11 

lessons were conducted, and the final products of the 

students were analyzed from four perspectives (out of 

four points) and text-mining analysis of their free writing 

impressions. The analysis of the final products shows that 

the mean score of 129 submitters was 3.42, and 113 (88%) 

of the childrenMore than three perspectives were 

completed. Therefore, it was found that the fifth grade 

students were able to use the IoT materials to solve 

problems. In addition, the analysis of the impressions 

suggested that it is necessary to ensure enough time to 

think and to support children who have difficulty in 

problem solving when they work individually, and that it is 

necessary to provide an environment in which children 

can express their own opinions when they work in groups. 

  KEYWORDS: Programming Education, IoT, 

Problem-Based Learning, Inquiry Learning 
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