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In this paper, the online lesson practices of the “Fundamental Information
Processing” classes of the Technical Department of Junior High School were described.
I examined the results of conducting lectures and practical training, as well as
assignment submission and written exams all online.
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１．はじめに
中学校技術・家庭科技術分野は，文部科学省（2017）の学習指導要領解説では，材料と
加工の技術，生物育成の技術，エネルギー変換の技術，情報の技術と 4 分類になっている
が，専門の分類からすると技術科教育のほかに，木材加工，金属加工，電気，機械，栽培，
情報の 6 つの専門領域がある．ここでは著者の担当する情報領域の主要科目である「情報
基礎」の授業をコロナ禍のためにオンラインで行った授業実践について述べる．講義と実
習の両方および課題提出と筆記試験のすべてをオンラインで行った結果を検討する．
２．授業科目「情報基礎」の位置づけ
情報領域は，
「情報基礎」
「情報基礎実習」
「情報応用」
「情報応用実習」の 4 科目構成で
学習するようにしており，
「情報応用実習」だけが教員免許科目にしていない．ものづくり・
技術教育コースの学生はほとんどの者が，
「情報基礎」と「情報基礎実習」の 2 科目を受
講するが，他のコースの学生で 2 種の教員免許を取得する者は情報領域については「情報
基礎」の 1 科目だけを受講することが多い．そのため，この授業科目に実習の要素を含め
て学習してもらう必要がある．これは栽培を除くほかの専門領域についても同様であり，
1 つの授業科目の中で専門の基礎的内容と実習を行っている．
３．授業科目「情報基礎」の内容
「情報基礎」のシラバスの一部を抜粋して以下に示す．
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(1) 授業のねらい
授業で得られる「学位授与の方針」要素
・教育活動を支え，実現する上で不可欠な専門的知識・技能
【授業の達成目標】
・コンピュータの構成と仕組みを理解した活用ができるようになる．
【授業のねらい】
・高度情報化社会の概要を理解すること．
・情報処理を行うためのコンピュータのハードウェアの構成と仕組み，及びそれを機能的
に動作させるソフトウェアの役割を理解する．
・プログラミングの基本的構造と作成手順の基礎を修得する．
(2) 授業の概要
・コンピュータ及び情報処理の基礎を講義する．
・情報処理を科学的に考察しコンピュータの構成と仕組み及び情報処理の仕組みを学ぶ．
・高度情報化社会の状況を踏まえ，さまざまな情報処理の方式を学ぶ．
・プログラミング言語 BASIC を用いたプログラム作成の実習を行い，プログラミングの
基礎を学ぶ．
(3) 授業計画
第 1 回：高度情報化社会とコンピュータの歴史
第 2 回：コンピュータの種類と性能評価
第 3 回：コンピュータのハードウェア（入力・出力機能）の概要
第 4 回：コンピュータのハードウェア（記憶・演算・制御機能）の概要
第 5 回：コンピュータのソフトウェアの概要
第 6 回：モデルコンピュータ

第 7 回：モデルコンパイラ

第 8 回：情報の表現（数値）

第 9 回：情報の表現(負数)と四則演算

第 10 回：情報の表現（文字など）

第 11 回：コンピュータシステム，システム開発

第 12 回：プログラミング実習(数値処理，繰り返し処理)
第 13 回：プログラミング実習（条件分岐処理，サブルーチン，ファイルの扱い）
，授業アンケート実施
第 14 回：プログラミング実習（図形描画）
(4) 成績評価の方法
・講義内容については複数回の小試験を行い，実習内容については課題の提出を求める．
・小試験（70 点）
，課題内容（30 点）で評価する．
シラバスに示すように，情報領域における基礎的な専門知識の講義（演習を含む）と
BASIC を用いたテキストベースのプログラミング実習から成っている．講義の内容は，コ
ンピュータの役割と歴史をまず解説している．世界初のコンピュータと言われている
ENIAC の開発歴史，コンピュータの定義にもなっているフォンノイマン型コンピュータ
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は，実は ENIAC を開発したエッカートとモークリが考案し EDVAC という名のコンピュ
ータで開発実現したものであることを話し，コンピュータの基本構成を解説している．コ
ンピュータの開発は，まさに人が発明工夫してより良いもの，すなわち大量の計算処理を
いかに高速に実行するかという命題に対する歴史になっている．われわれ人間がある作業
を速く済まそうとするときに行う前処理，仕事の定型化，共同作業，同時並行処理，仕事
の受け渡しや保留，帳簿の記録と参照といった仕事の進め方がコンピュータに組み込まれ
てきた．複雑に見えるコンピュータであるが，人間の歩みのようにとても人間的に発展し
てきたと解説している．コンピュータの構成に関してはハードウェアとソフトウェアの両
方から論じている．特にハードウェアに関しては，5 つの構成要素から成っていることを
しつこく解説し，3 ビット（2 進数 3 桁）のモデルコンピュータを用いて，その動作を視
覚化して解説している．一方プログラムがコンピュータで処理されるために必要な機械語
翻訳（コンピュータが理解できることばに変換）の仕方は，演習を交えて解説することで，
プログラムに記述した数式がいかに機械語翻訳されてコンピュータ内でどんなステップを
踏んで処理が進んでいくのかを理解できるようにしている．コンピュータの計算速度につ
いての理解も深められる．またコンピュータ処理に欠かせないデータの表現に関しては，
文字のコード表現から数値の浮動小数点表示までを扱っている．整数計算と実数を扱った
科学技術計算の違いを理解してもらう．
もう一方の学習要素として，プログラミング実習を行っている．プログラミング言語は
N88BASIC である．この言語を選んでいる理由は，テキスト型の汎用言語であること，文
法事項が極めて易しいこと，簡単な描画やマウスのイベントが扱えること，Windows のバ
ージョン代わりがあっても影響なく長らく使えていることなどである．ブロック型のプロ
グラミング環境はコンピュータへの文字入力スキルが拙い場合に効果的であるが，大学生
に配慮する必要はない．またブロック型は必ずしも汎用ではなく，本来の命令体系を意識
しにくいと考える．センサーを用いるプログラミング学習は別の授業のマイコン学習で行
うのでこの授業では考慮する必要はなく，ひたすらプログラミングの要点と手法を学習で
きるようにしている．
４．授業の進め方
4.1 講義部分の授業の進め方
授業で提示に用いるのは Web ページであり，トップページに図 1 に示すように項目一
覧を掲載している．
「学習 1」
「学習 2」の項目をクリックすると各回の解説を閲覧できる．
ダウンロードも可能である．授業ではこれらの Web ページを表示し，追加事項を板書し
ていたが，Zoom 授業では板書内容をあらかじめ文書ファイルにして示すようにした．例
として，コンピュータの回路を構成する素子の図を図 2 に示す．回路設計の授業ではない
が，
回路素子の知識は必要である．
基本的にこのような方法で講義を進めることができた．
松永（2020）と同様に毎回 17 名全員に質問を投げかけるようにし，内容によっては実際
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に作業をしてもらった．キーエンス（2020）のバーコード講座にある ITF バーコードの作
成例を図 3 に示す．全員パソコンを使っているので，Excel 上ですぐに作業を行うことが
できた．図 1 で「レポート」をクリックするとその回の課題を見ることができるが，その
回の実施日までは非表示にしている．2 週間後を提出期限として，図 4 に示す Web ページ
から所定の手続きで提出できるようにしている．

図１ Web トップページ

図２ コンピュータの回路素子

図３ ITF バーコードの作成例

図４ レポート提出
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4.2 実習部分の授業の進め方
図 1 で Basic-1～Basic-3 がプログ
ラミング実習の部分である．
「概説」
では図 5 の概説ページが表示される．
ここでは，N88BASIC のプログラム
言語としての位置づけ，インストー
ル方法，N88BASIC の文法事項一覧

図５ プログラミング実習部分の概説ページ

を閲覧できる．プログラムの設計図
にあたる流れ図に関しては，よく使われているフローチャートの他に，ブロック型プログ
ラムに対応できて全体の構成を簡潔に記述できる日立ソフトエンジニアリング（1993）の
PAD の解説を行っている．図 6 に PAD とフローチャートの比較を示す．どちらも同じ処
理内容を示しているが，PAD の方がすっきりしていて，プログラムの構造がわかりやすい．
プログラミング学習では，流れ図の考案作成は重要な工程である．プログラムの内容につ
いては，記述した順番で処理される順序型，条件分岐型と繰返し型の 3 つの構成要素につ
いて扱う．また繰り返し処理を行うために必要な配列やサブルーチン，ファイルの読込み
と書込みについて扱う．コンピュータによる数値計算方法はこの授業では重視していない
が，極々一般的な数値計算アルゴリズムとして，ニュートン法による多項式の根を求める
例を扱っている．最後にマウス操作による描画を掲載しているが，今回は時間の加減で実
施できなかった．

図６ 流れ図の比較ページ
プログラムの学習では，各単元のプログラム内容を，図 7 に示すようなメニュー一覧に
している．この中から選択すると，サンプルプログラムが表示され，行ごとに解説を見な
がら実習を行うことができる．途中で思うように動かない学生には，画面共有によって一
緒に問題を考えるようにできたので，特に支障になることはなかった．ただし，全部の項
目でプログラム作成をしていると時間がなくなるため，幾つかを間引いて進めた．授業で
行わなかった項目であっても，復習すれば全項目を理解できるようになっている．各単元
の最後，図 7 では 13 番目に「これまで使った命令の一覧」をまとめているので，学習内
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容を整理して理解できると考えている．

図７ サンプルプログラム（配列，条件分岐，繰返し）のメニューページ
５．試験の実施結果
成績の評定は，課題のレポート 30 点，試験の得点 70 点で判定している．試験は，学習
内容の理解定着のために必要と考え，中間試験と期末試験の 2 回行ってきており，今回も
2 回行った．中間試験も期末試験も図 8 のように，予め出題範囲と出題例を示したうえで
実施している．まず，中間試験であるが，問題の提示を 1 つ 1 つに区切って答案ファイル
に一定の時間内で記述してもらってその都度提出させた．受講生同士で相談する時間を与
えないための配慮である．

図８ 中間試験の案内ページ
出題問題で，問題 2 は計算問題であり内容を理解していなければ正解しにくい問題．そ
れ以外の問題 1 と問題 3～問題 6 は，授業で解説した内容そのものである．中間試験では，
授業で使用した資料を一切見ないこととしたが，答案の採点結果は表 1 のようになった．
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問題 2 のみ計算問題であるが，正解率は異質の結果と言えそうである．中間試験終了直後
にアンケートを行い，その結果を表 2 に要約して示す．
表１ 中間試験の正解率
問題1
72

問題2
47

問題3
89

問題4
73

問題5
99

問題6
76

表２ 中間試験終了直後のアンケート結果

中間試験は，不正行為をおそれて 1 問提示して一定時間経過後に一斉に答案を提出させ
たが，これができるためには，パソコン自体の性能や扱い慣れ，文字入力スキルが十分で
あること，ネット環境が十分高速接続であること，などの条件が十分満足されていないと
いけないが，確認が十分にできていない段階で実施してしまったのは反省点である．この
部分が不十分であったために試験時間を延ばさざるを得なかった．試験とアンケート回答
を終了してから，解答を提示して解説を行っているが，同時に文書の記入方法も併せて解
説する必要があった．問題 1 で 3 種類の矢印を扱っているが，この矢印のコピー貼付けが
うまくできない学生がいた．
このようなリテラシーの問題はこの授業では対象外であるが，
機会あるたびに紹介する必要があると考える．
期末試験では，図 8 と同様の試験案内を行い，全資料持込参照可とし，最初から全問題
を提示して時間配分を受講者に任せた．答案の採点結果は表 3 のようになった．問題の番
号は小問レベルで中間試験からの続き番号で示している．この中で問題 7～問題 12 は資料
通りであるが内容を理解できてないと回答しにくい計算問題である．正解率はほぼ 50％前
後で，問題 8 は過去にあまり出題してなかった問題で，正解率が特に低い．問題 12 は計
算内容が多少込み入っていて難易度が高い問題である．問題 13 は全く資料に掲載してあ
るままの内容であるが正解率は 41%だった．問題 14～問題 16 は授業中に全員で演習した
内容であり確実に解ける問題と考えていたが，解答に手間がかかると考えて敬遠されたも
のと思われる．期末試験終了直後のアンケート結果を表 4 に要約して示す．
表３ 期末試験の正解率
問題7
60

問題8
9

問題9
45

問題10
49

問題11
40

問題12
29
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問題13
41

問題14
8

問題15
0

問題16
0

表４ 期末試験終了直後のアンケート結果

次に期末試験の実施での問題点について検討する．期末試験では持込可として実施した
ので，一定の試験対策をしていればどこにどの内容が書いてあるかはわかっているはずな
ので，問題量が多くなるのは必然と考えた．期末試験の段階でも答案記述が思うようにい
かなかった者が半数近くいた．記述していくと答案用紙内の文字や表が崩れると言ってい
ることから，上書きモードをしていないことに起因していると思われる．中間試験時の希
望意見により最初から全問題を提示したが，次のようなことが発生した．一つ目は，問題
13 において，Web 検索したと思われる内容を解答に記述していることである．これは記
述内容をそのまま正解度で採点した．二つ目は，学生間でやり取りしたと思われる解答の
記述である．内容的に正しい解答ではなかったので，減点して採点した．やはり，1 問ご
とに時間制限して答案を提出させるべきと考える．
６．課題の実施結果
課題は最初の 2 題は調査問題，プログラミングの課題は 7 題で，合計 9 題である．プロ
グラムの課題提出では，流れ図・プログラム本体・実行結果をセットにして提出させてい
る．課題によっては使用したデータファイルも添えて提出してもらうことにしている．プ
ログラムは流れ図と一致していることが確認できてから，実際に実行させて正しいかどう
かを確認した．プログラムの出来具合だけでなく，流れ図との一致性をみて 5 段階評価を
行っている．提出期限は 2 週間で，出来が悪い場合には，提示されたコメントの修正をし
て 1 回だけ再提出可能としている．プログラミングの課題文には参照すべきサンプルプロ
グラムを示している．課題の例を図 9 に示す．これは，入力した数値の中から最小値を求
めて表示する内容の課題で，条件分岐と繰返しを含む課題である．この課題のある学生 2
名の提出例を図 10 に示す．サンプルプログラムを提示していることがあって，提出して
いるプログラムは 2 人とも同じで正しい．しかし流れ図は，学生 a のフローチャートは正
しく書かれていてプログラムと一致しているが，学生 b のフローチャートでは肝心の最小
値の保存部分が抜けているため評価は低くしている．流れ図については，プログラミング
実習の開始時にフローチャートと PAD について詳細に解説しているので，サンプルプロ
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グラムの解説箇所では流れ図を自分で作成してもらいたいと考えて記載していない．

図９ プログラミング課題の例

（学生 a）

（学生 b）

＜流れ図＞

＜プログラム＞
図１０ プログラミング課題提出例

次に課題提出の問題点について検討する．プログラミングに関する提出物を Web 上で提
出してやりとりすること自体は，従来からしていることなので，特に問題はない．しかし，
一部の学生は，他の学生の物をそのまま提出していると思われる例が見受けられる．互い
に検討議論して課題を完成させて，正しい内容の課題を提出しているのであれば問題はな
いと考えるが，同じ単純な間違いを含む課題提出が散見される．このような課題提出をす
る学生と期末試験で同じ間違いを同じ書き方で記述した答案を提出する学生には重なりが
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あると認識される．課題提出では，試験監督のように監督できないので，性善説に頼るほ
か手がない．
７．おわりに
・授業の進行は Zoom を用いたオンライン授業だからと言って，別段変わったところはな
く講義を進行できた．全員に問いかけるようにしたので，その分授業進行が遅れた．
・実習の進行においても，対面授業と変わらずに行えた．むしろ，画面共有により，プロ
グラムミスの指摘などをスピーディに行うことができた．
・試験の実施については，全て持込可能とせざるを得ない．暗記科目であれば試験を行う
意味はなくなる．
「情報基礎」は，基本事項を覚える必要はあるが，考える内容が多分に
含まれるので，知識の定着と理解度を測るために試験を行う意味がある．メールなどに
よる他所とのやり取りを阻止できないため，そのような余裕を与えないために，全問提
示するのではなく 1 問 1 答形式で時間を区切ることが必要と考える．単なる選択式の解
答は本人の解答に至るプロセスを知る術がなく，本人自身の解答であることを確認でき
るためには記述式が有効と考える．
・プログラムの課題提出では，プログラム本体だけではなく流れ図の提出が必須である．
流れ図はプログラムの設計図なので，設計図なくしてまともなプログラムを製作できる
訳がないことを理解してもらいたい．さらに提出しているプログラムに対する本人の理
解を評価するために不可欠である．
・全体としては，
「情報基礎」は実習を含む科目であるが，工作機械を使うようなことのな
いプログラミング実習としたので，パソコンと Web 環境があれば実施できる．幸い，特
にものづくり・技術コースの学生には 20 年前から入学時にノートパソコンを購入して
もらうようにしてきているので，全員がプログラミング実習をできる条件を満足してい
た．講義・実習の進行は Zoom を用いた授業で特に問題なく実施できた．試験は受講生
のパソコン画面をキャプチャーして監督するようなことをしない限り，本人解答を担保
できない．課題提出では，本人がどう考えたのかを含む提出内容であることが必要であ
る．
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