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県立陽明高等学校
・総合学科（男女共学）

１学年６クラス約２４０名

＜進路状況＞

現所属高校の紹介

R１ R2
大学 ５８名 ７０名

専門学校 １０４名 ９６名

就職 ３９名 ２９名

進路決定率 92.7 ％ 87.1 ％

国公立大 ３名
県内私大 ６３名他



生徒アンケート 対象：本校生徒

（回答人数：231）プログラミング学習と聞いて連想する言葉

難しい
楽しい

必要そう

学んでみたい

役に立つ

面白そう 24

35

64

71

124

177

104その他 興味がある,興味ない,
ゲーム,面倒くさい,
苦手,使わない,要らない,…etc



生徒アンケート 対象：本校生徒

76.6%
177人177

回答した生徒の

約4分の３
「難しい」印象を持っている

（回答人数：231）「難しい」と回答した生徒の割合



生徒アンケート 対象：本校生徒

高校入学以前のプログラミング学習経験

プログラミングに興味がありますか？

小学校のみ 3.5%

とてもある

15.7%

少しある

43.0%

あまりない

30.4%
まったくない

10.9%

プログラミング学習の経験がない生徒が23.5％
「興味・関心が低い」生徒の割合が約４０％

小中ある

35.2%

中学校のみ

37.8%
小中なし

23.5%



学習への抵抗感
学習意欲の低下

「難しいけど楽しい」を目指したのは・・・

•プログラミングに不慣れな生徒に
配慮した学習計画（指導の工夫）

回避



とても悩みました・・・

プログラミングの授業どうしよう

テキストコーディングとか難しそう

アプリ制作の指導とか必要なの？



そんな時、文科省教材の公表・・・



そんな時、文科省教材の公表・・・

ムズイ・・・
(本校)生徒は理解できる？



横浜市立横浜総合高校 康允範先生スライドより引用
「キミのミライ発見」事例１３８ 「差し迫る言語選択C？ JavaScript? Python?」 URL: https://www.wakuwaku-catch.net/jirei20138/



横浜市立横浜総合高校 康允範先生スライドより引用
「キミのミライ発見」事例１３８ 「差し迫る言語選択C？ JavaScript? Python?」 URL: https://www.wakuwaku-catch.net/jirei20138/

基本制御構造や順次、繰り返し、分岐など
ができるというレベル

目指したゴール

大学入試については、別枠で



「まずはやってみよう」の気持ちで・・・

作ってみた



•Python
文法が単純
記述しやすい
豊富なライブラリ

•JavaScript
•VBA
•ドリトル
•Swift

プログラミング言語の選択について



Google Colabratoryを使用した理由

①

インストールが
不要

②

共有が
容易

③

マークダウンが
利用可能

生徒が学校外でも学習ができる

プログラミング学習環境について



作った教材
Google Colabratory
による学習ファイル

No. 学習項目

1 print関数・変数の使い方

2 if関数

3 リストについて

4 for関数①

5 for関数②(if関数との組み合わせ)

6 for関数③(リストとの組み合わせ)

7 while関数①

8 while関数②(if関数との組み合わせ)

9 random関数

10 数当てゲームを作ろう

1.print関数/変数 6.for関数③

2.if関数

3.リスト

5.for関数②

4.for関数① 9.random関数

8.while関数②

7.while関数①

10.数当てゲーム

授業時数：１０コマ
環 境：Chormeブラウザ



作った教材
Google Colabratory
による学習ファイル

No. 学習項目
1 print関数・変数の使い方

2 if関数

3 リストについて
4 for関数①

5 for関数②(if関数との組み合わせ)
6 for関数③(リストとの組み合わせ)
7 while関数①

8 while関数②(if関数との組み合わせ)
9 random関数

10 数当てゲームを作ろう

・偶数or奇数

・３ケタの数当て

・ヒット＆ブロー



ステップ１： 誤りを見つけ、正しく実行する

プログラミング演習の流れ

ステップ２：指定された条件に従い変更を加え、
正しく実行する

ステップ３：指定された条件に従い、プログラム
コードを記述し、正しく実行する

スモールステップ学習



ステップ１： 誤りを見つけ、正しく実行する

工夫したこと

「：」の入力漏れによるエラーに気づけるか？



ステップ２：指定された条件に従い変更を加え、
正しく実行する

工夫したこと

if関数の条件部分についての修正を問う課題。
修正後、＜期待する出力表示＞どおりに表示されるか確認する。



ステップ３：指定された条件に従い、プログラム
コードを記述し、正しく実行する

工夫したこと

問題文に沿ったプログラム
コードを記述できるかを確認
する



学習の見通し（文字の表示編）

こんにちは

Hello

ロボット

名前を入力してください

沖縄太郎

ロボット

沖縄太郎さんですね

1  name = input( “ 名前を入力してください” )
2  
3  print ( name + “さんですね” )



会話ロボットをつくろう♬

学習の見通し（条件分岐）

こんにちは

Hello
ロボット

・input関数
・if関数

1  word = input( ):
2  
3  if word == (“こんにちは”):
4      print(“ Hello ”)
5  else:
6      print(“ 別のあいさつを入力してください ”)



学習の見通し（くり返し、配列）

こんにちは

Hello

ロボット

Hello
こんにちは

ロボット

Good Morning
おはよう

Hi！ロボット

こんにちは

1  import random
2 dic = ["Hello","Good Morning","Hi!"]
3
4  for i in range(5):
5  msg = input(random.choice(dic)+">")
6  if msg not in dic:
7 dic.append(msg)

・input関数
・if関数/for関数



WebAPIを使って、天気予報を確認♪

学習の見通し（応用）

明日の天気は？

くもり
ロボット

・input関数
・requestsライブラリ

1  import requests
2  url = “/api/weather”
3 
4   test = input();
5  
6 params = {
7 ‘code’ : 4410,
8 ‘date’ : “tomorrow”
9    }
10      
11     response = requests.get(url, params)
12     print(response[“description”])



作成した教材のURL
沖縄県立総合教育センター 情報共有システム

「沖縄県立総合教育センター」と検索頂き、Topページ
の左列の真ん中より下にあります。

Pythonによるプログラミング授業
安次嶺主紋



Google Colaboratryのテキストの入力
（マークダウンの利用）

「テキスト」入力欄 表示確認欄

マークダウン記法が良かった点



教師によるカスタマイズ

タイトル

説明

図や表の挿入

演習問題文
+

コード入力欄

マークダウン記法が良かった点



導
入

展
開

ふ
り
か
え
り

本時の文法の説明
(Google Colabratory)  

学習指導の工夫（授業展開）

前時の復習
(Quizizz)

本時のおさらい
(Quizizz/Google Colab)



クイズアプリについて

学習の振り返り

ゲーム性が高いので楽しい

・一人でも学習できる
・いろいろな問題が作れる
・無料
・教師側が正解率を即時に把握できる

→振り返る内容を焦点化できる



小テストについて（知識・技能の評価）

Google Colabratry

プログラミング学習らしいテスト

Google Classroom



検証授業後アンケート

楽しかった

70.1%

どちらかといえ

ば楽しかった

28.5%

どちらかといえ

ば易しかった
14.0%

ちょうどよかった
44.4%

どちらかといえば

難しかった
27.1%

楽しくなかった,0.9%

どちらかといえば
楽しくなかった,0.5%

難しかった
6.1%

易しかった
8.4%

授業についてどうでしたか？

授業の難易度についてどうでしたか？



検証授業後アンケート

易しくて楽し

かった

22.0%

ちょうどよくて

楽しかった

44.4%

難しいけど楽し

かった 32.2%

難しくて楽しくなかった
0.9%

易しくて楽しくなかった
0.5%

生徒は、難しい課題にも前向きに取り組んだ

「授業についてどうでしたか？」

「授業の難易度についてどうでしたか？」

授業についてのクロス集計

✖



検証授業後アンケート

139

130
63

30

29

15

11

難しい
楽しい

簡単

学びたい

役に立つ

面白い

すごい

プログラミング学習と聞いて連想する言葉（検証授業後）

授業前 授業後

「難しい」と連想する生徒 76.6％ 60.7％

16ポイント
減少



検証授業後アンケート

139

130難しい

楽しい

プログラミング学習と聞いて連想する言葉（検証授業後）

プログラミング学習については、

依然として「難しい」イメージはあるが、

学習には前向きに捉えている



•ビジュアルプログラミングによる事前学習の
必要性

• Google Colabのテキストセルに保護機能が
ない

•オンライン授業では、難しい

•大学入試に向けては、要検討

今感じてる課題



質問やご助言、ご指導よろしくお願いいたします

あ し み ね しゅもん

安次嶺 主紋

沖縄県立陽明高等学校

ashimnes@open.ed.jp
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