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コンピュータと呼ばれている電子計算機は、大量の
四則演算に基づく計算を短時間で正確に行うために開
発されました。この電子計算機に対して「どのような順
番で何の演算を行うか」を命令するために記述される

2018年教育の行き先

ものがコンピュータプログラムであり、コンピュータ

小学校プログラミング教育

プログラムを記述する行為が「プログラミング」と呼ば
れているものです。
現代におけるコンピュータプログラムは、各種のプ

2020 年から小学校におけるプログラミング教育が

ログラミング言語の文法に基づいて文字列を記述して

必修化することになりました。今回はプログラミング

いくものが大多数を占めますが、小学校で実施される

教育にどれぐらいの時間がかけられるのか、また、その

プログラミング教育は、画面上に視覚的なアイテムを

内容や目的についてを見ていきたいと思います。

配置することで行われます。これは文字列によるプロ

まず、具体的にはどれぐらいの時間がプログラミン
グ教育にあてられることになるのでしょうか。

グラムの記述の代替として行われているもので子ども
たちが取り組みやすいよう工夫されています。

実はこれは正確には定められていません。総合的な

プログラミング言語が作られることによって、プロ

学習の時間や算数、理科などの各科目の学習時間内で

グラムはより簡潔で人間にとって理解しやすいものと

プログラミング教育が行われることになりますが、そ

なりました。例えば、多くのプログラミング言語は繰り

の内容やボリュームについては各学校の裁量に委ねら

返しの処理を記述する文法をもっています。この繰り

れています。

返しの文法を活用することにより、演算を逐一記述し

次にどのような内容・目的で実施していくかについ
てですが、最初にプログラミング教育の定義について

た場合に膨大な量の命令となるプログラムを簡潔に記
述することが可能となりました。

考えてみましょう。文部科学省が 2016 年 6 月に公表し

「プログラミング的思考」の定義で述べられている

た「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方

「記号の組み合わせの改善」とは、一連の操作の中に繰

について」においては、
「プログラミング的思考」を次の

り返しの構造を見出したり、一つ一つの動きに分けて

ように定義しています。

高度な抽象化を行うことで、プログラムを簡潔にした

「プログラミング的思考とは、自分が意図する一連

り、汎用性を高めたりすることです。

の活動を実現するために、どのような動きの組み合わ

このように、問題の中に潜む構造を見出したり、試行

せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、ど

錯誤を行ったりする過程で培われる論理的思考力、論

のように組み合わせたらいいのか、記号の組み合わせ

理力は、対象がコンピュータでなくとも、生活の様々な

をどのように改善していけば、より意図した活動に近

場面で役に立つものです。プログラミングでも日常生

づくのか、といったことを論理的に考えていく力」

活においても、「うまくいかない」ということは当然あ

つまり、プログラミング教育は、プログラミング言語

るべき事象ですが、プログラミング教育では、試行錯誤

を学ぶことを主たる目的とするものではありません。

によって効率的な筋道を見つけ出したり、発生した問題

より本質的な問題解決の手段の一つとして、プログラ

の解決に取り組んだりする力を養うことができます。

ミング的思考を子どもたちが理解し、身につけていく
ことが目標とされているのです。
「プログラミング的思考」とは何かを考えるには、コ
ンピュータプログラムがどのようなものかを押さえて
おく必要があるでしょう。

1

小学校教育において「プログラミング的思考」を養う
目的は、ここにあると言えるでしょう。
（文／学林舎編集部）

2018年7月21日（土）

共創ネットワーク

192

2018年教育の行き先

す。TOEFL iBT テストは、大学入試改革に伴い、共通テ

グローバル
リーダーズハイスクール

ストでの利用が決定しており、さらに活用が広がるこ
とも考えられます。また、英語や欧米文化一辺倒ではな
く、多角的な視点を養う取り組みを実施している高校

「グローバルリーダーズハイスクール進学指導特色

もあります。ある高校では、イスラーム文化、特に日本

校（GLHS）」とは、「豊かな感性と幅広い教養を身に付け

とのつながりが深いトルコやインドネシアといった

た、社会に貢献する志を持つ、知識基盤社会をリードす

国々の文化について研究し、その結果について討論す

る人材を育成する」ことを目的とする学校です。大阪府

るセミナーが開かれています。

教育委員会が３年に１度、指定します。平成 30 年度～
平成 32 年度は、北野高校、豊中高校、茨木高校、大手前

○知識のアウトプットの技術向上

高校、四條畷高校、高津高校、天王寺高校、生野高校、三

知識のインプットだけでなく、ディスカッションや

国丘高校、岸和田高校の 10 校が指定を受けており、受

プレゼンテーションといった、アウトプットの技術向

験に際し、校区の指定はありません。

上にも工夫が見られます。GLHS に指定された複数の高
校で、英語によるディスカッションやプレゼンテー

○難関大学への進学

ションが生徒たちに課されています。また、生徒たち

「進学指導特色校」という名称や、指定された高校が

が、人文科学や社会科学、自然科学といったテーマに関

高い進学率を誇っていることからわかるように、難関

して研究し、その成果を発表する発表会が、年に一度行

大学への進学が大きな目標の一つで、その事業評価の

われています。これは問題解決能力やプレゼンテー

「自己評価」には「確かな学力の向上を図る」
「高い志を

ション能力を向上させることを目的として実施されて

はぐくみ、進路実現をめざす」という観点が含まれてい

います。
（文／学林舎編集部）

ます。
「実績評価」には、当然ながら「進学実績」の項目が
あり、世界ランキング 400 位以内の大学への現役進学

○「求められるグローバル」
学林舎

者数が評価基準に含まれています。この世界ランキン

北岡

グには、日本からは、東京大学や京都大学といった、外

グローバルリーダーズハイスクールがもとめる学力

務省やグローバル企業などで世界を舞台に活躍する人

については、大きく３つあげられる。
「難関大学への進

材を輩出している大学がランクインしています。

学」
「英語力」
「表現力」。
「難関大学への進学」について
は、日本の現状を考慮すると、可能であれば、海外の大

○グローバルな視点を養成

学に進学する方がグローバルな視点から見て価値が高

世界で活躍できる人材の育成も、GLHS 設置の大きな

い。
「英語力」
「表現力」に関しては、グローバルな未来を

目標の一つです。そのため、英語の教育にはひときわ力

思い描くのであれば必要不可欠である。ただ、どれだけ

を入れており、「実績評価」の「英語運用能力」の項目で

の学生や子どもたちが、グローバルな世界で活躍する

は、TOEFL の受験者数・スコアが評価基準とされてい

自分を思い描きたいと思えるかが重要である。そのた

ます。ある高校では天文学や心理学といった、大学の一

めには、様々な分野の大人たちの努力はもちろんだが、

般教養レベルの授業が英語のみで行われています。ま

未来を生きていくための準備を、大人がどこまで子ど

た別の高校では、授業で TOEFL iBT テストを活用する

もたちに教育として提供できるかにある。そしてその

ことで、英語の「聞く」
「読む」
「話す」
「書く」という４技

ためには、大人たちが自分たちの使命、未来を描けるか

能を海外の大学に進学できるレベルまで引き上げるこ

も大切であることは言うまでもない。

とに加えて、自分から意見やアイデアを発信するため
のベースとなる思考力や表現力の向上を図っていま

2

2018年7月21日（土）

共創ネットワーク

2018年子供たちの生活の行き先

ゲーム障害とは？
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いる本人は問題ないと思っていても、家族にとって「深
刻な問題」であるといえるでしょう。
また、ゲームから離れていてもゲームのことばかり
考えてしまう、イライラや不安が募り、うつ状態を引き

ゲームをする人は、子どもだけでなく大人にも多い

起こし、不登校・引きこもりになる、などもゲームに伴

ものです。近年では、オリンピック競技として検討もさ

い発生している深刻な問題の例として挙げられること

れている「e スポーツ」がメディアでも取り上げられる

があります。

など、ゲームに関心を持つ人も増える傾向にあります。

このような問題が発生していない人の中にも、もう

そんな中、世界保健機関 (WHO) は、国際疾病分類第

眠らなくてはならない時間でも、今いいところだから…

11 版 (ICD-11) に“ ゲーム障害 ”を疾病の一つとして

とゲームを続けたり、まだ宿題が終わっていないけれ

加えました。
「国際疾病分類」とは、病気やけがを体系的

どちょっとだけ、とついゲームを始めてしまったり…。

に記録、分析するために WHO が作成したもので、日本を

といった経験がある人もいるのではないでしょうか。

含む多くの国がこれに基づいて死因や患者数の統計な

このような人も“ ゲーム障害 ”のいわゆる「予備軍」と

どを行っています。ICD で疾病として分類されたとい

言えるのかもしれません。

うことは、“ ゲーム障害 ”が精神障害の一つとして正
式に認められたと言えます。
“ ゲーム障害 ”とはどのような疾病か、ICD-11 では、
以下のようなことを診断基準としています。

では、
“ ゲーム障害 ”を治す・予防するためには、ど
うすれば良いのでしょうか。
“ ゲーム障害 ”に陥る原
因の一つとして、普段の生活の中で「自分には居場所が
ない」と感じているケースが挙げられます。日常で孤立
していると感じている人が、ゲームの中での友人関係

１．ゲームに伴う深刻な問題が発生している。

に依存していくケースです。現在、
“ ゲーム障害 ”に対

２．ゲームにより問題が起きているのにゲームを続ける。

して、政府はほとんど対策をとっておらず、個人個人で

３．ゲームを他の何よりも優先する。

の対応が必要となります。
“ ゲーム障害 ”から抜け出

４．ゲームを中断したり、頻度や時間をセーブしたりす

すために必要とされているのは、ゲームを取り上げた

るなどのコントロールができない。

り、制限をかけたりしてゲームから離れされることで

５．１～４の状態が 12 カ月以上継続し、個人・家族・

はなく、本人が自分の問題であると理解し、自覚するこ

社会・学業・仕事その他の重要な活動に支障が出て

とだと考えられています。本人が自らゲームをする時

いる。

間の調整などを決断した上で、家族や周りの人が協力
し続けることが必要であると言えます。普段から家族

１の「深刻な問題」とはどのような問題であるのか、
判断が難しいところもあります。

や周りの人との関係を大切にすることが重要であり、
更に言えば、半年後や１年後の理想の未来を具体的に

ゲームのしすぎで、ゲームをしている本人がその状

思い描くと、自分だけでなく、周りの人も望む未来の自

態を自分にとって「深刻な問題」だと思っているのに、

分の姿に向かって変化していくことができるといいま

ゲームをやめることができない。という場合は、
“ ゲー

す。また、ゲーム以外のストレス発散法を見つけること

ム障害 ”であるといえるでしょう。しかし、ゲームをし

も効果的です。ゲーム以外にストレス発散の場所があ

ている本人は「深刻な問題」だと思っていない場合もあ

れば、上で示した「自分の居場所」も自然と見つかるか

ります。例えば、仮に家にテレビが１台しかないにも関

もしれません。

わらず、家族の 1 人が長時間テレビゲームをしており、

今、身の回りにはスマートフォンを含め、様々なゲー

他の家族が見たいテレビ番組を見ることができずに

ムがありますが、趣味の一つとして、ほどよく楽しめる

困っている、というような状態であれば、ゲームをして

つきあい方を見つけていきたいですね。
（文／学林舎編集部）
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ばいけないルールは、スポーツ界でも尊重し、厳守し
ていくことが求められます。つまり、体罰やパワハラ
は既にスポーツ界でも犯罪行為である、という認識が
必要となります。
スポーツ界にはスポーツマンシップという、スポー

83

ツ活動における行動指針があります。スポーツを構成
するルール・審判・対戦相手・チームメイト・そして
自分自身を尊重することが、スポーツマンシップの根
本です。そしてこのスポーツマンシップを基に実践す

スポーツマンシップ

ることが、スポーツ界で起こる様々な不祥事の改善に
つながっていきます。

今年は冬に平昌五輪・パラリンピックが開催され、

さらにこのスポーツマンシップの実践は、社会生活

夏はサッカーのワールドカップが開催されました。平

に置き換えると、社会で生きるシチズンシップに繋が

昌オリンピックでは日本選手が大活躍、男子フィギュ

っていきます。昨今様々な不祥事が起こると聞かれる

アスケートの羽生結弦選手が 2 連覇、国民栄誉賞も授

言葉、“ 不徳の致すところ ”があります。日本中に不

与されました。サッカーワールドカップでも日本代表

徳が蔓延する中、スポーツ界がまずスポーツマンシッ

は戦前の予想を覆し、グループステージを突破しベス

プを基に社会の模範ある人材を育成すること、そして

ト 16 入りしました。プロ野球では今年から大谷翔平

それを社会にフィードバックすることで、不徳社会か

選手がメジャーリーグに挑戦、日本同様二刀流で活躍

ら徳を育む社会へと変えるムーブメントとなります。

しています。

不祥事が起こると謝罪の会見でよく聞かれる言葉、
“再

来年は日本でラグビーワールドカップが開催予定

発防止に努めます ”は、ある意味その場しのぎの念仏

で、再来年はいよいよ東京五輪・パラリンピックが開

にすぎません。形だけやりました、というアリバイ作

催されます。日本ではこれからますますスポーツに注

りでは何も変わりません。具体的な実践とその継続が

目が注がれていきます。

重要になります。

一方年明けから東京オリンピックで活躍が期待され

今年 4 月に PHP 研究所から発売された政治経済論壇

る、トップアスリートクラスの不祥事が続出していま

誌 Voice2018 年 5 月号に、“ スポーツに暴力は必要な

す。また、昨年から続く大相撲の暴力問題、レスリン

い ”という論考を寄稿しました。今後日本のスポーツ

グのパワハラ問題等、日本のスポーツ界で続く人権を

界が新しい時代に合った運営の一助となれば幸いで

そこなう行為も中々改善がされません。そして 5 月に

す。https://shuchi.php.co.jp/voice/detail/5124

は日本大学アメリカンフットボール部の選手が、関西

（つづく）

学院大学との定期戦で危険タックルをした問題が発生
しました。この問題では指導者の体罰やパワハラの温
床もありました。厳しさがないと強くなれない、とい
う声も聞こえてきそうですが、体罰やパワハラは法律
に違反する、れっきとした犯罪行為です。スポーツの
世界にはルールがあり、ルールを守ることが前提で成
り立っています。ルールを逸脱する行為がなければ強
くできないなら、それはもうスポーツではなくなって
しまいます。スポーツ界は社会の一部であり、そこで
活動する者も社会の一員ですので、社会で守らなけれ
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