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社会の変化

2020年までに不足するIT人材は37万人。子供の頃から「IT力」を育成して
裾野を広げておかなければ勝ち抜くことはできません。

＜未来の学びコンソーシアム運営協議会 座長 金丸恭文 ＞

あらゆる職種・産業において、ITを理解し
イノベーションできる人材が求められる時代

従来のIT →  主に既存の産業内のビジネスの効率化

これからのIT → 産業の枠を超えてITを融合し、より良い社会をつくる
例）交通 × IT →  SuicaやICOCA など交通ICカード

金融 × IT・医療 × IT・家 × IT・農業 × IT など

IT人材とは

産業の枠を超えて、どの職種でもITを理解しイノベーションできる人材

ITとの融合
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2022年「情報I」
の必修化
問題解決にコン
ピューターを活用
する力

2021年計測と制御＋
双方向性のある
プログラミング
実生活との結びつき

プログラミング必修化
知識・技能
思考力・表現力・判断力
学びに向かう力・人間性

高校 中学校 小学校

社会の変化

YouTuber／プロeスポーツプレイヤー／
ゲームクリエーター／ITエンジニア／
プログラマー

＜2019年ソニー生命＞

1位：プログラミング教室・英会話教室
3位:スポーツ

＜2019年イー・ラーニング研究所＞

中学生がなりたい職業 子どもに通わせたい習いごと

教育現場・子どもたちの将来像も変化しています
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小学校のプログラミング教育

小学校段階における目的

プログラミング教育とは、子供たちに、コンピューターに意図した処
理を行うように指示することができるということを体験させながら、
将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められ
る力としての「プログラミング的思考」などを育成するもの

目的に向かって、どのような動きをどのように
組み合わせたらいいのか、うまくいかないとき
は、どのように改善したら良いかを筋道を立て
て論理的に考えていく力

例)目的：算数で100点をとりたい
動き：ドリルをする/〇ページを復習/〇日間/〇回 など
改善点：回数が足りない/日数が足りない/〇ページも復習 など

プログラミング的思考とは
これは将来

どんな職業についても
時代を超えて

求められる力です。

（H28.6 教育課程部会小学校部会資料5-1)

勉強以外にも
「夢の実現」など

様々なことに活用でき
ます。



© 2019 GAKKEN 7

学校でのプログラミング教育

A

学習指導要領に例示されてい
る単元等で実施するもの

①5年生算数「正多角形」
②6年生理科「電気の性質や働き」
③総合的な学習の時間「情報化の進
展と生活や社会の変化」
④総合的な学習の時間「まちの魅

B

学習指導要領に示される各教
科等の内容を指導する中で実
施するもの

①4年生音楽 様々なリズム・パ
ターンを組合わせて音楽をつくる
②4年生社会 特徴を組み合わせて
47都道府県を見つけるプログラム

C

教育課程内で各教科等とは別
に実施するもの

①プログラミングの楽しさや面白さ、
達成感などを味わえる題材などでプ
ログラミングを体験する
②言語や技能の基礎について学習す
る

7

学習活動の分類

D

クラブ活動など、特定の児童を
対象として実施するもの

E

学校を会場とするが、
教育課程外のもの

F

学校外でのプログラミングの
学習機会

「小学校プログラミング教育の手引き」の改訂（第二版）

「プログラミング」という
教科ができるわけでは

ありません！

自治体によっても
取り組み方は
様々です！

・・・
・・・

・・・
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小学校でのプログラミング教育

2020年度からの教科書掲載例

スクラッチで
正多角形を

かく

日本文教出版
5年下算数

マス目に
沿って目的地
まで道案内

開隆堂
5・6年英語

円の
およその面積
を求めよう

啓林館６年算数

身のまわりの電気

教育出版 他多数
6年理科

家電の手順を
手動の場合と

比べる

開隆堂
5・6年家庭科

QRコード掲載例：
http://krdkrk.jp/s/h32/con/cookSort/index.html http://qr.gakuto.co.jp/01504

詳しくは「2020年度から使用される教科書の中のプログラミング」
https://miraino-manabi.jp/content/404 (2019.09.19文部科学省調べ)をご覧ください
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習い事としてのプログラミング

プログラミングそのものではなく、
論理的思考を育む

専用教材を使って
プログラミングと論理的思考を育む

パソコンを使わない パソコンのみを使う
パソコンを使って、
実体物を動かす

●学研ステイフル

「プログラミングカー」

●アーテック Studuino

<メリット>

動きが実感できる

立体を認識できる

多角的に分析できる

公教育ではこちらがメイン 教室ではこちら

●スクラッチ

●ビスケット など
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概要

楽しくて本格的！プログラミング＋αの学び
プログラミング「で」様々な領域の学力が自然と伸びる講座

ロボット
プログラミング
入門コース

ロボット
プログラミング
問題解決コース

テック＆パズル
コース

カード式
プログラミング
カーコース

BA C D

対象： 小学校低学年
コース： ４コース (各6か月) 計2年間
授業： 月２回 (1回60分間)

※1年目ではパソコンは使いません
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各コースの特長1年目

プログラミングにつながる

「機構」が学べる

カード式
プログラミングカーコース

テック＆パズルコース

生活に結びつくテーマで
「教科力」を育む

A B
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カード式プログラミングカーコース

1・2年生の国語では
「事柄の順序を考えな
がら話す能力」を身に
つけることが目標の一
つとなっています

6月にはスーパー
マーケットの売り場
作りに挑戦します
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テック&パズルコース

ロボット制作につながる、
ものが動くしくみを学ん
でいきます

手順通りに紙を切る、
絵を正しい順番に並べる
という課題に取り組み、
それを達成するためには
「順番」が欠かせないこと
を体感します

プログラミングにおける
「順次処理」の理解に
つながっていきます
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各コースの特長

なぞ解き×問題解決で
集中力と判断力を養います

パソコン操作が
初めてでもOK！

ものづくりに夢中になれる

ロボットプログラミング
問題解決コース

ロボットプログラミング
入門コース

C D

2年目
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ロボットプログラミング入門コース

「遊園地の復活」をテー
マに読み物の世界に入り
込み、楽しみながらプロ
グラミングします

パソコン操作に慣れてい
ないお子様も安心です
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ロボットプログラミング問題解決コース

楽しみながら、角度に
ついて体感的に学びます

これまでの知識を活
かして、発明をする
時間もあります
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カード式
プログラミングカーコース

テック＆パズルコース
ロボットプログラミング

入門コース
ロボットプログラミング

問題解決コース

がっこうへいこう

ぐるぐる ネジまわし のまき キラキラ光るおしろ あんごうメモの ナゾをとけ！

がっこうからかえろう

かえりかたをせつめいしよう

どすこい！ ロボずもう のまき カラフルどうぶつロボット うばわれたおうちを とりもどせ！

プログラムのクイズをつくろう

スーパーマーケットでかいものをし
よう

さっかく アニメ のまき 回る！回る！コーヒーカップ ふねにのって たからものを さがせ！

ばんごはんのかいものをしよう

ループをつくろう

トントン リズム とんかち のまき うて！うて！射的ゲーム ひみつの えんそう会へ 行こう！

ループをつかおう

たからじまをめざそう

カタカタ ししおどし のまき メロディ♪大かんらん車 すいすい バイクで すいりせよ！

たからばこをさがそう

はんぶんボタンをマスターしよう

からくり 大はつめい のまき おひろめパレードカー たんてい 最終試験

さいごのゴールをめざそう

カリキュラム

プログラミング+αを学べるカリキュラム

※テーマ名は予告なく変更する可能性があります



© 2019 GAKKEN

創造力を養う
飾りつけシート

低学年でも扱いやすいブロック

興味を広げる豆知識のページ

その他の特長

子どもたちが主体的に、
飽きずに取り組める


