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2020年からプログラミング教育は
小学校5，6年の授業に導入される。
そこで，楠見・西川・齊藤・栗山

(2019)は，プログラミング教育に対す
る小中教員の期待と意欲について調
査した。その結果，プログラミング教
育への意欲の規定因は，(a)プログラ
ミングスキルの高さが，人-AIの協働
社会への肯定的認知に影響し，学習
全体への波及効果への期待を高め，
意欲を向上させた。一方，(b) プログラ
ミングスキルの低さが，コンピュータ
不安やプログラミング能力の固定的
マインドセットを介して，意欲を低下さ
せていた。 しかし，小学生保護者の
もつプログラミング教育への期待を規
定する要因は明らかになっていない。

そこで，本研究では，プログラミング
教育への期待の規定因を解明するた
めに全国の小学生保護者を対象とし
た調査を行った。

調査時期および調査方法
2019年3月にインターネット調査を実施

調査参加者
調査会社のモニターである全国の小学校
1年から5年までの児童をもつ保護者1800
(父親900,母親900)人，各学年360人（男女
半数ずつ) 。年齢は27-59（平均41.9）歳。

調査項目

1. プログラミング教育への期待は母親が父親よりも大きい。

2. 父親は母親よりもプログラミングや数学スキルの自己評価が
高く，人-ＡＩ協働社会への肯定的認知をもち，コンピュータ
不安は低い。プログラミング教育に関わりたいと考えている。

3. 算数やプログラミング能力についての成長マインドセットは
父母とも，男女の子どもを問わず，8割が持っている。

4. 母親は父親よりも男性ステレオタイプを強くもつが相関は小

5. プログラミング教育への期待や意欲の規定因：
(a)高いプログラミングスキルは人-AIの協働社会への肯定的
認知をやや高め，学習効果への期待を高め，意欲向上

(b) 低いプログラミングスキルが，コンピュータ不安やプログラ
ミング能力の固定的マインドセットを介して，意欲低下

父母のプログラミング教育への意欲の規定因（数値は標準化パス係数）

父母のプログラミング教育への意欲に関わる変数間相関と平均値

まとめ

職業

d. 算数とプログラミング能力の固定的マインドセット(各5項目,6件法, 例:一般に，算数数学の能力/
プログラミングに必要な能力は，教育によって伸ばすことは難しい(Dweck,1999を参考)。

e. 数学スキルとプログラミングスキルのレベル(各4項目，7件法）
f. コンピュータ不安(5項目，例：コンピュータ機器をうまく扱えないことで不安になることがある）。
（本間・守谷，2017)。

g. 人-ＡＩ協働社会への肯定的認知(3 項目，例：私は自分の仕事に，コンピュータや機械・ロボットを
活用することが社会に良い変化をもたらすと思う) (楠見・西川，2018)

h. 男性ステレオタイプ（4項目，例:一般的に、男性と女性のどちらがよりプログラミング（数学）が得意
だと思いますか？)(7件法；1:女性の方～7:男性の方)。 (a), (b), (c), (f), (g)は5件法。

a. プログラミング教育に対する意欲(1項目，プログラミング教育に自分も関わりたい）。
b. プログラミング教育への全体的期待(3項目，例:子どもに良い影響がある）。
c. プログラミング教育の学習効果への期待：①一般的な学業活動の向上(6項目，例:順序や因果関係
などの論理的思考ができるようになる）。②プログラミング関連知識の習得(5項目，例:情報社会に
おけるプログラムの仕組みを知ることができる）（齊藤ら, 2017, 2018) 。

父親 母親

◆プログラミング教育への意欲と期待

◆父母の数学，プログラミングのスキル

◆コンピュータ不安，AI-人協働社会への
肯定的認知◆算数,プログラミング能力のマインドセット
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.48 .54 .21 .40 .18 .15 .25 -.08 -.12 -.15 .07
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-.09 .17 .11 .22 .08 .04 -.19 -.21 .12 -.07 -.05
父親 3.37(0.96) 3.57(0.67) 3.52(0.75) 3.68(0.73) 4.00(0.82) 4.93(0.82) 3.26(0.64) 4.19(1.54) 3.23(1.60) 2.62(0.77) 3.00(0.83) 3.12(0.78) 4.64(1.03)
母親 3.26(1.03) 3.66(0.65) 3.65(0.71) 3.87(0.68) 4.07(0.83) 5.19(0.72) 3.16(0.63) 3.49(1.72) 2.47(1.57) 2.95(0.87) 3.04(0.77) 3.16(0.75) 5.14(1.08)

t 2.46* 2.97** 3.85*** 5.60*** 2.22* 7.14*** 2.83** 9.00*** 10.16*** 8.40*** 0.81 1.13 9.94***
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プログラミング教育に自分も関わりたいと思う .52
プログラミング教育への全体的期待 .67
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学習効果への期待 学校に期待する指導 人-ＡＩ
協働社会

への
肯定的認知

スキル

学習効果への期待：一般的学業活動の向上 .82
         プログラミング関連の技
学校への期待：一般的な基礎力の育成
       特化した能力・技能の育成 .45

男性ステレオタイプ .17

平均(SD )

プログラミ
ング教育へ
の全体的

期待

コンピュータ不安 .02

固定的マインドセット：算数・数学能力 -.21

          ：プログラミング能力 -.26

人-ＡＩ協働社会への肯定的認知 .29

スキル：数学 -.01

   ：プログラミング .01


