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プログラム言語の効果的な指導方法について

－地域ボランティア活動に活かす教材作成の取組－

○○○○高等学校 ○○ ○○（電気科）

This study is to search for the method of teaching the programming languages effectively. Students
will be expected to create the educational materials for the regional volunteer activities.
Keywords:programming languages, regional volunteer activities, marketing concepts and welfare education.

１ はじめに

最近の生産現場では，産業用ロボットなど

コンピュータを利用した装置や機械が多く見

られるが，その生産システムを支えているの

が，制御用プログラムというソフトウェアで

ある。

ソフトウェアも用途により，様々な種類の

ものがあるが，それらの製品開発の過程には，

ユーザーのニーズに応えるべく，ソフトウェ

アの研究分野とソフトウェアを開発するマー

ケティング分野が存在しているという。

マーケティングは，企業だけではなく，非

営利組織が行う活動も含まれており，ユーザ

ーのニーズを探り，求められる製品の開発や

サービスなどを提供し続けようとする活動を

表したものである。

学校の教育活動の中で，このようなマーケ

ティングという概念に則した活動として考え

られるものに，地域や社会とのかかわりを深

める社会貢献活動や体験活動などが挙げられ

る。

体験活動として，地域のボランティア活動

が考えられるが，このような活動を行う場合

でも，そのニーズに応じた，専門的な知識や

技術，活動を支援するための製品などが求め

られるはずである。

本研究は，課題研究における「作品製作」

「調査，研究，実験」の内容として，工業分

野に関連したプログラム言語について学習さ

せ，生徒自らが，地域ボランティア活動を支

援するための実用的なプログラムを作成でき

るよう，その効果的な指導方法を探ることを

目的とする。

２ 研究内容

プログラム言語の効果的な指導方法を探る

ため，課題研究での学習活動やボランティア

グループでの体験活動，上級学校での校外学

習活動を展開する。

（１）課題研究での学習活動

課題研究でのプログラミング学習をとお

して，習得した知識と技術を地域ボランテ

ィア活動を支援するためのプログラム作成

に活かす。

（２）ボランティアグループでの体験活動

地域ボランティア活動において，作成し

たプログラムを活用して，外国籍児童・生

徒に日本語学習支援を行い，相互啓発を通

じた国際理解や，地域が推進する福祉活動

を体験させる。

（３）上級学校での校外学習活動

情報関係の学科を設置する大学，専門学

校の授業見学を行い，上級学校におけるプ

ログラミングの指導内容や指導方法につい

て調査する。さらに，大学の模擬講義や専

門学校の体験授業に参加し，プログラミン

グを学習させるとともに，進路学習をとお
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して，上級学校におけるキャリア教育の取

組について理解する。

以上の学習活動などを展開した上で，課題

研究の学習活動からボランティアグループの

体験活動までの過程を，平成１９・２０年度

高等学校教科研究員研究報告書の中村論文で

も活用された，経済産業省「社会人基礎力の

能力要素」の指標で判定し，体験活動におけ

る学習効果について分析する。併せて，国際

理解教育と福祉教育の見地からも，その学習

効果について考察する。

また，上級学校の校外学習活動については，

大学と専門学校におけるプログラミングの学

習成果やその効果的な指導方法，キャリア教

育の取組について分析する。

３ 研究計画

課題研究での学習活動やボランティアグル

ープでの体験活動，上級学校での校外学習活

動を，以下の研究計画で進めることとする。

（１）課題研究での学習活動

プログラム言語には，いくつかの種類が

あるが，工業分野に関連の深い，次のプロ

グラム言語について学習させる。

表１に，課題研究で学習するプログラム

言語を示す。

表１ 課題研究での学習活動計画

年 学期 学 習 内 容 時間

Ｈ２０ １ Ｃ＋＋ １８

Ｈ２１ 表計算ソフトウェア １２
用マクロ（日本語学

２ 習支援プログラムの ２０
作成）

Ｊａｖａ １２

平成２０年度，平成２１年度とも同じ学習活動を
実施

（２）ボランティアグループでの体験活動

外国籍児童・生徒へ日本語学習支援を行

い，国際理解や福祉活動を体験させる。

表２に，ボランティアグループでの体験

活動の計画を示す。

表２ ボランティアグループでの体験活動計画

年 月 体験活動の計画 時間

Ｈ２０ ６ 生徒・教師によるボラ ２
ンティア団体の調査

Ｈ２０ ９ 茂原市ボランティアセ １
ンターとの打合せ

Ｈ２０ １ ０ 教師のボランティアグ ６ ０
～ ～ ループ加入と日本語学
Ｈ２１ ７ 習支援活動

Ｈ２０ １１ 教師による日本語学習 １ ４
支援活動に必要な教材
の調査

Ｈ２１ ７ 生徒による日本語学習 ２
支援活動

Ｈ２１ ９ 生徒の日本語学習支 ２
援活動成果の調査

平成２０年度の生徒はボランティア団体の調査まで
を実施，平成２１年度の生徒はボランティアグルー
プ体験活動を実施

（３）上級学校での校外学習活動

上級学校におけるプログラミングの指導

内容や指導方法の調査を行うとともに，プ

ログラミング学習，進路学習を展開する。

表３に，上級学校での校外学習活動の計

画を示す。

表３ 大学・専門学校での校外学習活動計画

年 月 大学・専門学校 時間

Ｈ２０ １２ 船橋情報ビジネス ２
専門学校

Ｈ２１ １０ 東京情報大学 ２

平成２０年度の生徒は専門学校で校外学習活動を実
施，平成２１年度の生徒は大学で校外学習活動を実施
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４ プログラム言語の分類と特徴

現在，いくつかのプログラム言語がソフト

ウェア開発などで採用されている。プログラ

ム言語の分類と，課題研究で学習するプログ

ラム言語やマクロの特徴を以下に示す。

（１）プログラム言語の分類例とマクロ

プログラム言語は，機械語への翻訳の方

式の違いにより，表４に示すとおり，２つ

に分類される。

表４ プログラム言語の分類例

プログラム言語

インタプリタ方式 コンパイラ方式

ＢＡＳＩＣ Ｃ
Ｐｅｒｌ Ｃ＋＋
Ｓｍａｌｌｔａｌｋ Ｊａｖａ
ＬＩＳＰ ＦＯＲＴＲＡＮ
Ｐｒｏｌｏｇ ＣＯＢＯＬ

Ｐａｓｃａｌ

（２）Ｃ言語について

Ｃは手続き型言語であり，コンパイラ言

語として設計されたものである。この言語

は，コンパイル速度や実行速度などを追求

しているために，コンピュータ寄りの言語

仕様になっている。パソコンをはじめ，組

み込み用マイコンから大型コンピュータま

で，この言語を使用できるプラットホーム

は多様である。

Ｃ＋＋は，Ｃを拡張したもので，操作手

順よりも操作対象に重点を置くという，オ

ブジェクト指向化したものである。

（３）マクロについて

マクロとは，定められた処理を自動的に

実行するための一種のプログラムである。

このプログラムを自動処理手順という。自

動処理ということでは，他の言語で作成さ

れたプログラムと同じであるが，マクロは

特定のアプリケーションの中でしか動作し

ないのが特徴である。マクロにもいくつか

の種類があるが，現在学習しているマクロ

は，表計算ソフトウェア上で動作するマク

ロで，プログラムレベルのマクロである。

（４）Ｊａｖａ言語について

オブジェクト指向を備えたプログラム言

語である。この言語で開発されたソフトウ

ェアは特定のＯＳやマイクロプロセッサに

依存することなく，基本的にはどのような

プラットフォームでも動作する。

Ｊａｖａを使って作成できるプログラム

の代表的なものとして，アプリケーション

やアプレット，サーブレットなどがある。

アプレットとは，Ｗｅｂページ上で動作

させることができるプログラムであり，Ｈ

ＴＭＬで記述したＷｅｂドキュメントの中

に，簡単なタグを使って埋め込むことがで

きる。

図１に，アプレットで本校校舎の画像を

表示している様子を示す。

図１ アプレットで本校校舎を表示

また図２に，Ｊａｖａ言語のアプレット

で画像ファイルを読み込み，表示させるプ

ログラムを示し，図３にＨＴＭＬでアプレ

ットを埋め込むためのタグを示す。
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import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;

public class Xxxxx extends Applet
{

Image img;

public void init()
{

img=getImage(getDocumentBase(),"Xxxxx.gif");
}
public void paint(Graphics g)
{

g.drawImage(img,10,10,this);
}

}

図２ Ｊａｖａ言語で記述したプログラム

<HTML>
<BODY>
<APPLET CODE="Xxxxx.class" WIDTH=2000

HEIGHT= 1000>
</APPLET>
</BODY>
</HTML>

図３ ＨＴＭＬで記述したタグ

５ 生徒のプログラム言語学習状況

表５に，平成２０年度および平成２１年度

の電気科３年生の座学・実習におけるプログ

ラム言語の学習状況を示す。

本校の進路状況として，電気科でも情報系

大学や情報系専門学校へ進学する生徒が数名

いる。最近の情報産業の動向から，ソフトウ

ェア関係の企業では，Ｊａｖａ言語を扱える

人材を求めているという状況もある。

また，ボランティア体験活動で活用する日

本語学習支援用のプログラムを作成すること

を考えた場合，表計算ソフトウェアは，セル

上に日本語と母国語のデータを管理すること

が容易である。さらに，音声読み上げ機能も

備えているという利点がある。

情報産業の動向と，学習支援用のプログラ

ム作成が容易であることを考え，課題研究で

はＪａｖａ言語と表計算ソフトウェア用マク

ロを中心に学習していくものとする。

表５ 生徒のプログラム言語学習状況

学年 プログラム言語を学習する科目など

・産業基礎（学校設定教科・科目）（ＢＡ
ＳＩＣ）

１ ・職業資格の取得指導（全国工業高等学
校長協会主催情報技術検定ＢＡＳＩＣ
３級）

・情報技術基礎（ＢＡＳＩＣ）
２ ・実習（表計算ソフトウェア，文書処理

ソフトウェア，プレゼンテーションソ
フトウェア）

３ ・実習（VisualＣ＋＋）

平成２０年度，平成２１年度における第３学年
生徒の学習指導内容

６ ボランティアグループでの体験活動

ボランティアグループの活動概要やその活

動に必要な教材，ボランティアグループでの

体験活動，社会人基礎力自己診断結果につい

て述べる。

（１）ボランティアグループの活動概要

茂原Ｉ・Ｖ・Ｃ（茂原インターナショナ

ル・ボランティア・サークル）は，茂原市

およびその周辺地域に在住の外国籍の方々

を対象に，日本語の学習支援をとおして，

日本の文化と生活習慣を教えるボランティ

アグループである。

学習支援には，地元の社会経験豊富で幅

広い知識を持った方々が参加しており，ボ

ランティア活動とはいえ，自主的に日本語

文法の学習に努め，定期的な研修会をとお

して，お互いの指導方法の向上を図るなど，

高い目的意識を持って取り組んでいる。

毎週水曜日と土曜日の週２回，茂原市東

部台文化会館において勉強会を開催してお

り，韓国や中国，オーストラリアなど，様

々な国籍の方々が，日本語を勉強するため

に来館されている。
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現在，地元の小・中学校に通う，外国籍

の親を持つ児童・生徒数名も，就学に必要

な日本語を学ぶために，この勉強会に参加

している。

このような現状を踏まえ，当ボランティ

アグループでも学習支援者の数名が，千葉

県教育庁教育振興部生涯学習課社会教育振

興室が主催する，帰国・外国人児童生徒受

入促進事業のボランティアリーダー連絡会

議や研修会に参加し，外国人児童・生徒の

受入体制や学習支援に必要な知識を得なが

ら支援活動に励んでいる。

したがって，このボランティアグループ

の支援活動は，大人の外国人だけではなく，

このような児童・生徒へも日本語をはじめ，

学校生活に必要な知識や生活習慣を教える

という，帰国・外国人児童生徒教育の見地

からも重要な役割を担い，地域に貢献して

きている。

図４に，小学生が日本語の学習をしてい

る様子を示す。

図４ 小学生が日本語・英語学習プログラムで

学習する様子

（２）ボランティア活動に必要な教材

このボランティア活動で日本語を教える

方法として，基本的には，学習支援者一人

が学習者一人を教えるという，マンツーマ

ン方式が取られている。この理由は，ひら

がなやカタカナ，漢字の読み書きの学習を

よりきめ細かく指導するのと同時に，学習

支援者が発する日本語の発音を聞かせ，正

しい発音を身に付けさせるためである。

作成する教材は，表示された日本語文に

対する母国語文を入力し，それら二カ国語

の文を音声で読み上げ，聞き取りや発音の

練習ができるものとする。さらに，それら

二カ国語の文を表示させれば，日本語文の

意味を母国語で理解するための語学教材と

して活用できる。

図５に，日本語・英語学習プログラムの

実行画面を示す。

図５ 日本語・英語学習プログラムの実行画面

（３）ボランティアグループでの体験活動

茂原市ボランティアセンター（社会福祉

法人茂原市社会福祉協議会内）は，ボラン

ティア団体の紹介や，ボランティア活動を

希望する人の相談に応じ，希望に合う活動

を斡旋してくれる機関である。

ボランティアセンターの大きな事業とし

て，毎年夏，小・中学生や高校生，一般の

方に，介護老人福祉施設や福祉作業所，児

童養護施設，ボランティアグループ活動な

ど，様々なボランティア活動が体験できる

よう，「夏の体験ボランティア」を実施して

いる。
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この事業は，福祉分野と教育分野で連携

し，福祉教育をとおして，とくに次世代を

担う児童・生徒にボランティアや社会連帯

の心を育むことを目的として企画されてい

るものである。

平成２１年７月，本校電気科３年生，課

題研究班の生徒２名も，この事業をとおし

て，茂原Ｉ・Ｖ・Ｃのボランティア活動に

参加し，日本語・英語学習プログラムを活

用しての学習支援を体験する。

図６に，本校生徒が学習支援を行ってい

る様子，図７に作成した教材を活用して，

学習支援を行っている様子をそれぞれ示す。

図６ 本校生徒が学習支援を行っている様子

図７ 作成した教材を活用している様子

また，学習支援に参加した生徒と学習支

援を受けた外国籍生徒の感想を以下に示す。

ア 学習支援に参加した生徒の感想

Ｋ君

・ 夏ボラに参加して，他の方がどのように教え
ているかが分かりました。

・ 日本語の学習支援を行うことは，国際化が進
む社会で良いことだと思いました。

・ 多くの人に日本語を知ってもらうことは良い
ことだと思いました。

Ｙ君

・ 人のためになることはとても喜ばしいことだ

と思いました。

・ 様々な言語に対応できるようにしてみたいと

思いました。

・ 日本に来て，働いたり，住んだりするために

は，日本語が話せないと生活できないはずで

す。日本語を教えるために，このようなボラ

ンティアをすることは良いことだと思いまし

た。

Ｋ君とＹ君の感想文から，「夏の体験ボラ

ンティア」に参加し，ボランティア体験を

したことを肯定的に捉えていることが窺え

る。

イ 学習支援を受けた外国籍生徒の感想

Ａ君

・ 高校生がこのような学習支援に参加すること

は良いことだと思いました。

・ 英単語を日本語に変換するプログラムは興味

深かった。

・ もう少し長い英文を入力し，それを日本文に

翻訳されるようになると良いと思いました。

Ａ君の感想文からも，Ｋ君とＹ君の学習

支援を評価していることと，作成した教材

に興味を示してくれたことが読み取れる。

（４）ボランティアグループ体験活動におけ

る社会人基礎力自己診断

表６は，経済産業省「社会人基礎力に関

する研究会」の社会人基礎力の能力要素と

その内容を抜粋したものである。

今回のボランティアグループ体験活動で
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も，その活動の過程には専門的な知識や技

術，社会人としての基礎的能力が求められ

たのは事実である。

課題研究での学習支援用のプログラム作

成からボランティアグループでの体験活動

までの過程を，社会人基礎力の能力要素に

見立て，特定非営利活動法人ＯＣＰ総合研

究所で作成された社会人基礎力の自己診断

シートで，生徒の能力要素の分布を調べて

みる。

表６ 経済産業省「社会人基礎力に関する研究会」
の社会人基礎力能力要素の抜粋

分 類 能力要素とその内容

Ⅰ前に踏 ①主体性（物事に進んで取り込む力）

み出す ②働きかけ力（他人に働きかけ巻き

力 込む力）

（ｱｸｼｮﾝ） ③実行力（目的を設定し確実に行動

する力）

Ⅱ考え抜 ④課題発見力（現状を分析し目的や

く力 課題を明らかにする力）

(ｼﾝｷﾝｸﾞ) ⑤計画力（課題の解決に向けたプロ

セスを明らかに準備する力）

⑥創造力（新しい価値を生み出す力）

⑦発信力（自分の意見をわかりやす

く伝える力）

Ⅲチーム ⑧傾聴力（相手の意見を丁寧に聴く

で働く 力）

力 ⑨柔軟性（意見の違いや立場の違い

(ﾁｰﾑﾜｰｸ) を理解する力）

⑩情況把握力（自分と周囲の人々や

物事との関係性を理解する力）

⑪規律性（社会のルールや人との約

束を守る力）

⑫ストレスコントロール力（ストレ

スの発生源に対応する力）

（５）生徒の社会人基礎力自己診断結果の分

析と学習効果

表７は，二人の生徒の社会人基礎力能力

要素の自己診断結果のデータを示したもの

である。

生徒の能力要素について分析すると，「前

に踏み出す力」の能力要素としてある「主

体性」については，二人の生徒とも学習支

援用のプログラム作成から支援活動に参加

するまで躊躇する様子もなく，自ら意欲的

にプログラム作成に取り組んでいたといえ

る。

「働きかけ力」については，二人の生徒

が一人の外国籍生徒を学習支援したが，一

人の生徒が中心となってその活動を行って

しまい，もう一人の生徒に，その活動の参

加を呼びかける働きかけができなかったも

のと思われる。

「実行力」については，今回のボランテ

ィア体験活動を実施するまで，教師の計画

や指導のもとで活動してきたために，自分

たちが予想していた支援活動を思うように

実行できなかったためと思われる。

表７ 二人の生徒の社会人基礎力能力要素

分 類 能力要素 Ｋ君 Ｙ君

Ⅰ前に踏 ①主体性 ４ ４
み出す
力 ②働きかけ力 ５ ２
（ｱｸｼｮﾝ）

③実行力 ３ ３

Ⅱ考え抜 ④課題発見力 ５ ４
く力
(ｼﾝｷﾝｸﾞ) ⑤計画力 ３ ３

⑥創造力 ５ ４

⑦発信力 ３ ４

Ⅲチーム ⑧傾聴力 ４ ４
で働く
力 ⑨柔軟性 ２ ４
(ﾁｰﾑﾜｰｸ)

⑩情況把握力 ５ ４

⑪規律性 ３ ５

⑫ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力 ５ ３

「考え抜く力」の能力要素としてある「計

画力」も二人の生徒とも同じ数値を示して



工 - 1 - 8

いるが，同様の原因として考えられる。

「課題発見力」「創造力」「発信力」は，

二人の生徒とも高い数値を示しているが，

学習支援用のプログラム作成から今回の支

援活動まで，この学習支援に必要な課題を

教師の支援活動の経験から見出してくれた

ものと思われる。そして，学習支援用プロ

グラム作成の過程で，日本語学習支援とい

う新たな価値を創造し，外国籍生徒・児童

が学習できる教材作成の工夫改善を，お互

いが意見として発信してきたものと思われ

る。

図８，図９は二人の生徒の社会人基礎力

能力要素の自己診断結果データをグラフで

表したものである。

図８ Ｋ君の社会人基礎力能力要素

図９ Ｙ君の社会人基礎力能力要素

Ｙ君の社会人基礎力の能力要素
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「チームで働く力」の能力要素としてあ

る「傾聴力」は，普段から仲の良い二人の

生徒による活動であったので，互いの意見

を尊重して受け入れることができたものと

考えられる。

「柔軟性」「情況把握力」「規律性」「スト

レスコントロール力」は，二人の生徒にば

らつきがあるが，この原因は体験活動を二

人の生徒と教師だけで取り組んできたため

に，グループ活動として捉えていなかった

ためと推測できる。

今回のボランティア体験のように，校外

での体験活動では，地域社会とはいえ，そ

こには社会人に必要な協調性や社会規範，

マナーなどが存在する。生徒も社会人とし

ての自覚を持ち，学習支援を行う必要があ

った。そのような意味から，このボランテ

ィア体験活動は，学習支援という一つの仕

事として捉えても差し支えないものと考え

る。生徒はこの学習支援に必要な教材を作

成し，ボランティア体験をとおして仕事を

し，社会人に必要なことを自ずと学習して

くれたものと思える。

また，生徒が社会に出ることを前提に，

学習支援という疑似的な仕事を，社会人基

礎力の能力要素で判定できたことは，進路

指導の観点からもその指標の有効性につい

ては十分に評価できる。

（６）福祉教育と国際理解教育の見地から見

た学習効果

ボランティア活動とは，自発性，無償性，

利他性に基づく行為である。今回のボラン

ティア活動は，生徒の自発性ではなく，教

師よる体験活動の計画と，茂原市ボランテ

ィアセンターの事業のもとで日本語学習支

援を行ったので，ボランティア体験をした

ということになる。

しかし，生徒Ｙ君の感想によれば，人の

ためになることをして満足し，喜びを感じ
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ている。Ｋ君の感想からも，このような学

習支援に参加したことを良いこととして受

け止めていることがわかる。人のためにな

る活動を体験し，その活動による人の喜び

に対して，満足感を得ることができたので

あれば，僅かではあるが，福祉活動の一部，

すなわちボランティア精神を理解させるこ

とができたものと考えられる。

また，二人の生徒とも，外国籍生徒に日

本語学習支援を行ったことについても満足

している。一方，外国籍生徒にとっても，

高校生による日本語学習支援を良い行為と

して認めている。二人の生徒にとっては，

プログラム言語の学習をとおして，日本語

・英語学習プログラムを作成し，外国籍生

徒に日本語を教えたという行為がある。外

国籍生徒にとっては，日本で生活する上で

必要な日本語を，彼らから学んだという行

為がある。

このボランティア体験を機会に，国籍は

異なるが，お互いの立場を尊重した上で，

それぞれの学習活動が相互啓発的な行為と

して成り立ち，これも僅かであるが，国際

理解というものを実感させることができた

と考えられる。

７ 上級学校での校外学習活動

上級学校におけるプログラミングの指導内

容や指導方法の調査と，プログラミング学習

を体験させるために，以下の専門学校と大学

の見学を行った。

（１）専門学校の指導内容

平成２０年１２月，本校電気科３年生，

課題研究班の生徒６名は，船橋情報ビジネ

ス専門学校ＩＴエンジニア科のプログラミ

ングの授業に参加し，実際にプログラムの

作成のしかたを体験した。

プログラミングの授業では，Ｊａｖａ言

語を指導しており，演習用の課題として，

経済産業省基本情報技術者試験（国家試験）

科目と同等のものを使用している。これは，

授業の一部を国家試験と同等の教育内容を

行い，この授業を受講することにより，国

家試験の午前試験免除テストを受験できる

という制度を設けているためである。この

テストに合格すれば，１年間は国家試験の

午前試験が免除されることになる。

図１０に，本校生徒がプログラミング学

習をしている様子を示す。

図１０ プログラミングの学習をする本校生徒

（２）体験授業での指導方法

教師が課題を配布し，その内容を板書し

ながら，問題の解き方を解説する。次に学

生たちに，必要な処理や文法について発問

し，答えさせながら，アルゴリズムを構築

している。そして最後に，プログラムのコ

ンパイルや実行を行わせている。その間，

机間巡視を行いながら，プログラムの実行

結果を確認している。

注目すべきことは，学生たちがプログラ

ミングを行っているときに，国家試験の指

導だけではなく，企業の業務にも対応でき

るような実務的な技法を取り入れて教えて

いることである。

このことから，教師も企業の業務に精通

し，業務に即した指導を心掛けていること

が窺える。
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（３）専門学校での進路学習

情報関係の仕事について説明をしていた

だいたが，このような仕事に携わる技術者

に求められるものは，顧客の注文を聞き，

常に便利な製品を開発しようとする目線を

持つことであるという。冒頭でも述べたが，

情報関係の仕事に限らず，企業ではマーケ

ティングという概念のもとに，顧客のニー

ズに応じた製品を開発する活動を行ってい

る。この進路学習においても同様のことを

伺うことができ，ものづくり教育において，

この概念がいかに重要であるか再認識させ

られた。

このように，技術者にマーケティングに

則った目線を持つことを強調するのも，企

業の業務を熟知し，その業務に即応できる

人材育成を使命とする専門学校であるから

といえる。

図１１に，本校生徒が進路学習をしてい

る様子を示す。

図１１ 進路学習をする本校生徒

（４）専門学校における学習活動の成果

学校でも進路ガイダンスなどで，専門学

校の講師を招聘し，情報関係やその他の職

種・業種の内容について説明していただく

機会がある。しかし，生徒にとって，実際

に専門学校へ見学に出向き，学生と一緒に

授業を受けるということは，その学科の学

習内容を知る確実な方法であるとともに，

学校での授業や進路ガイダンスでは得られ

ない貴重な学習活動になる。

また，教師にとっても，このような授業

見学は，自己の教科指導の工夫改善に役立

てることや，進学指導にも活かすことがで

きるはずである。

（５）大学での進路学習

平成２１年１０月，東京情報大学総合情

報学部情報システム学科の模擬講義に，電

気科３年生，課題研究班の生徒２名と，当

該大学へ進学希望している生徒１名を参加

させた。

入試・広報課の方に，大学の概要や情報

システム学科の就職状況などの説明を受け

る。この学科では，情報技術者の養成を目

的としているだけに，多くの学生がＳＥ（シ

ステムエンジニア）やプログラマーなどの

仕事に就いているという。

注目すべきこととして，１年次に，全員

の学生が１０人前後の少人数クラスに所属

し，週に１回催される「基礎ゼミナール」

に参加することになっている。これは，企

業から最も求められているコミュニケーシ

ョン能力（理解力・分析力・表現力）を育

成するために設けられたプログラムで，自

分で考える力や発表する力など，社会人と

して必要な基礎的能力を身に付けさせるこ

とを目的としている。

このことから，将来企業において，専門

性に優れ，経営面でも能力を発揮できる人

材育成に力を注いでいることが十分に理解

できる。

前述の「社会人基礎力の能力要素」の中

にも，コミュニケーション能力と類似した

能力要素がある。大学においても，低学年

のうちから，社会人として必要な能力要素

を身に付けさせる取組がなされていること

を知り，工業系の専門高校においても，こ
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のような取組を進路ガイダンスだけではな

く，進路指導における基幹的な指導として

位置付ける必要があることを強く感じる。

（６）模擬講義での指導方法

模擬講義として，情報システム学科の先

生のご指導により，Ｊａｖａ言語によるプ

ログラミングを学習する。

図１２，図１３に本校生徒が大学の模擬

講義を受けている様子を示す。

図１２ 大学の模擬講義を受ける本校生徒

プログラミングの指導方法であるが，プ

ロジェクターで，ソースプログラムとオブ

ジェクトプログラムを表示し，翻訳される

過程を大変わかりやすく説明されている。

難しいゲ－ム・プログラムを使用しての

講義であるが，生徒に興味関心を持たせな

がら，命令文の意味やコンパイル，実行の

手順を確実に習得させていく指導は，今後

参考にしていきたいと考えている。

指導方法としてもう一つ注目したいこと

は，一つの説明が終わるたびに，生徒にプ

ログラムの命令文を記述させ，進度を一人

一人確認していることである。学校でのコ

ンピュータを活用した授業でも，教師の説

明や教示した操作に追いついていけない生

徒が少なからずいる。しかし，全員の進度

を合わせてから，次の操作に進めていくこ

とは，生徒たちのプログラミング技法に差

を生じさせないための大切な指導である。

図１３ プログラミングの学習をする本校生徒

この学科では，卒業研究でＣ言語など，

他のプログラム言語を学習することもある

が，Ｊａｖａ言語の学習は必修としている。

その理由は，専門学校と同様，情報関係の

多くの企業では，Ｊａｖａ言語を扱うこと

ができる人材を求めているからである。

このことからも，情報産業の動向を捉え，

そのニーズに対応したカリキュラムを設定

し，企業の業務に即応できる学習指導を行

っていることが十分に理解できる。

（７）大学における学習活動の成果

今回，進路指導の一環として，当該大学

情報システム学科へ受験希望している生徒

も参加させたが，キャンパス見学や模擬講

義は，生徒自身が志望学科の講義内容を知

る上でも重要な学習活動といえる。

また，教師にとっても，大学の先生によ

るプログラミングＪａｖａの指導方法や，

生徒のプログラミング体験の様子を窺わせ

ていただき，先の専門学校と同様，自己の

教科指導に活かすことができる貴重な研修

になった。今回のこの研修経験も，情報系

大学へ進学を希望する生徒の進学指導に役

立てたいと考えている。
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８ 学習活動全般の成果

課題研究での学習活動やボランティアグル

ープでの体験活動，上級学校での校外学習活

動における学習成果について述べる。

（１）課題研究での学習活動

表計算ソフトウェア用マクロの学習では，

地域ボランティア活動を支援する実用的な

プログラムを作成してきた。生徒がそのプ

ログラムを自主的に改良することができる

ようになり，プログラムレベルのマクロは

十分に理解したものと考えられる。

（２）ボランティアグループでの体験活動

生徒は，課題研究での教材作成からボラ

ンティア体験までの活動を仕事として受け

止め，外国籍生徒に日本語学習支援を行っ

た。その支援活動と作成した教材を評価し

てくれたことは，すなわちニーズに対して，

提供したサービスと製品への評価として解

釈できる。この体験活動から多くのことを

学習したが，この評価はものづくりを行う

上での大きな自信に繋がるはずである。

（３）上級学校での校外学習活動

情報系大学の模擬講義と情報系専門学校

の体験授業に参加させ，プログラミング学

習や進路学習を行うことができ，学校の中

では得られない知識や技術を習得させるこ

とができた。Ｊａｖａ言語については，ア

プリケーションやアプレットの基本的なプ

ログラムを組めるようになったことが，こ

の学習活動の大きな成果である。

９ おわりに

実用的なプログラムを作成し，活用しても

らえたという成就感は，相手に満足してもら

えたときに初めて感じるものである。

生徒は現在も，作成したプログラムに改良

を加え，新たなものを作成している。この行

為は，教師からの指示ではなく，生徒が自主

的に取り組み始めたものである。生徒が目標

を持ち，自ら求めるものをつくり出すことへ

の興味・関心や意欲を喚起させることができ

れば，これも一つの効果的な指導方法といえ

る。生徒が将来，この体験活動をもとに，今

度は企業という組織で，マーケティングに則

った活動を行い，社会人基礎力を備えた人間

として活躍することを期待している。さらに，

福祉教育の目的にもあるように，社会で培っ

た知識や技術をボランティア活動をはじめ，

社会貢献活動などをとおして，地域社会の活

性化や発展にも寄与することを願っている。

最後になりましたが，本教科研究に関して

ご指導いただいた，○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○に厚くお礼申し上げ

ます。また，本研究に協力していただきまし

た，○○○○○○○○○○○○○○○○○○

に深く感謝申し上げます。
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