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概要 

 近年では、初等教育機関において論理的思考を養成すべく、プログラミング的思考力の育成が叫

ばれている。文部科学省は 2020年からの次期学習指導要領において、プログラミング教育を必修化

することを決定した。その決定を受けて、初等教育現場では、多くのプログラミング教材の開発が

進み、活用の機会が増えている。本論文では、プログラミング的思考の育成を目的とした教育アプ

リケーションのひとつである、GLICODE（グリコード）を取り上げ、教材としての妥当性の検証を

行った。検証の結果、小学校低学年向けの教材として導入が容易である可能性が示された。 

 

Summary 

   Recently, in order to train logical thinking in primary education, it is needed to fostering programming 

thinking skills.  The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) decided to 

compose programming educational training at the next curriculum from 2020.  In response to the decision, it 

is proceeding to develop a lot of programming educational materials and increasing opportunities which can 

use them at primary education fields.  In this paper, GLICODE which is one of the fostering programming 

thinking mobile application was taken up and the validity as if it is verified for a teaching material.  As a 

result of verification, the possibility which adaptation is easy way as elementary school lower pupils was 

shown. 
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1. はじめに 

近年、初等中等教育機関において、論理的思考を

養成すべく、プログラミング的思考の育成が叫ばれ

ている。文部科学省では、次期学習指導要領の中で



 

2020 年度から初等教育においてプログラミング教

育実施を決定した[1]。このような決定を受けて、初

等教育現場では、小学生向けのプログラミング教材

の開発や活用機会が増えつつある。本論文では、プ

ログラミング的思考の育成を目的とした教育アプリ

ケーションのひとつである、GLICODE（グリコー

ド）を取り上げ、実際の学校現場において有効な利

用が可能かどうかの検討を行った。 

 

2. プログラミング教育の位置付け 

平成 28年 4月の、政府の産業競争力会議におい

て、「名目GDP600兆円に向けた成長戦略」、「イノ

ベーション創出・チャレンジ精神に溢れる人材の創

出」についての議論が行われた。とくに、第4次産

業革命（Society5.0）では、 IoT・ビッグデータ・AI・

ロボットがコアになる技術として取り上げられてお

り、その技術の進展や変化に対応すべく、基礎科学

力を身に付けた人材育成が必要とされている。その

成長戦略のひとつとして、プログラミング教育の必

修化が次期学習指導要領に盛り込まれた[2] [3][4]。 

 

2.1  総務省が示すプログラミング教育 

総務省では、平成 28 年度より「若年層に対する

プログラミング教育の普及推進」と題して、プログ

ラミング教育の普及に取り組んできている[5]。プロ

グラミング教育の低コストかつ効果的な実施手法や

指導者の育成方法を、クラウドを活用して検証し、

全国への普及を目指すものである。平成 28 年度補

正予算においては、小学校・中学校等を対象に19プ

ロジェクト（31道府県、61校）、平成29年度当初

予算においては、特別支援学校・特別支援学級等を

対象に10プロジェクト（10都県、20校）を実施し

ている[6]。平成29年 12月現在、成果報告を各地で

行っている状況である[7]。 

各プロジェクトの主な流れとして多く見受けられ

るのは、実施校と協力企業、そしてメンター育成事

業を三者間で共有し、プログラミング教育のリーダ

ーを育成し、そこで得られた知見を周囲に展開して

いくものである。 

 

2.2  文部科学省が示すプログラミング教育 

平成28年4月19日に示された産業競争力会議文

部科学省大臣プレゼン資料では、次代に求められる

情報活用力の育成を行うために ICT の効果的な活

用や、小学校における体験的学習の確保、中学校に

おけるコンテンツに関するプログラミング学習およ

び高等学校における情報科の共通必履修科目化とい

った、発達の段階に即した必修化を行う指針が示さ

れている[3]。また、同時期に示された日本再興戦略

2016—第 4次産業革命に向けて—の資料では、【プロ

グラミング教育の必修化など新しい学習指導要領の

実施：小学校 2020年度〜、中学校 2021年度〜、

高等学校 2022 年度〜】と記載されており、プログ

ラミング教育の導入を視野に入れた学習指導要領の

実施の旨が明記されている[2]。 

 プログラミング教育に関わる論点としては、次の

点が挙げられる。 

・ 発達の段階に即した展開の必要性 

・ 言語、思考能力などの基本能力の育成 

・ 論理的・創造的思考力および問題解決能力を、

課題解決体験を通して学習することの必要性 

以上の述べた点を踏まえ、2020年度より小学校に

おけるプログラミング教育では次に示す点の実現が

望まれていることが挙げられている。 

・ コーディングや特定の言語を主軸としない 

・ 知識・技能の獲得よりもコンピュータへ意図し

た指示ができることを体験させることを重視 

・ ICT 環境や指導体制整備の充実化 

・ 学び方と学習目標の適切な設定を通した指導

上のねらいの明確化 

 そのため、特定の言語によるものではなく、導入・

指導が容易で、思考の可視化が可能な教材の選定が

重要となってくる。  

 

2.3  初等教育段階でのプログラミング教育教材 

 ここでは、教育現場で導入されているプログラミ

ング教育用の教材について取り上げる。小学校での

プログラミング教育の実践はいくつもの実践があり、

とくに画面上に動作命令が記載されたブロックを配

置して画面上のキャラクターや実際のロボットを動

かすアプリケーションの活用事例が確認されている。

特に情報端末を準備すれば学習環境の整備が比較的

簡単な、ScratchやViscuitを教材とした実践は既に

多くの事例がある。また、プログラミングの動作結

果について、実際のロボットを操作することで学習

者の興味関心を引きつける事例もある[8][9]。 

 画面上のプログラミング教育アプリケーション

は、活動のほとんどが、シミュレーションが画面上



 

だけで完結してしまうために学習者の活動体験とし

て残りにくいことや、ロボット教材を用いた場合で

は、実際の授業運用に推移していく際に、費用の面

を考慮する必要が出てくる。そのような中で、画面

上のプログラミングだけで完結するのではなく、身

近なモノを利用したプログラミング教材に、江崎グ

リコ株式会社からリリースされている GLICODE

（グリコード）[10]の存在が挙げられる。 

 

3. GLICODE 

GLICODEは、江崎グリコ株式会社が、自社販売

しているお菓子を利用して、プログラミングの学習

を小学校低学年でも行えるようにするために開発し

た教育アプリケーションである。総務省の若年層に

対するプログラミング教育を推進する「プログラミ

ング教育実施モデル実証事業」のひとつである。 

アプリケーションは、Androidと iOSのそれぞれ

に対応しており、それぞれの専用ストアからダウン

ロード可能である。推奨端末が複数種類存在するが、

スマートフォン端末、タブレット端末のどちらでも

利用可能である。 

 

3.1  GLICODEの仕様 

 GLICODEは、キャラクターを所定のスタート位

置からゴールキャラクターの位置までナビゲートす

る、ゲームベース学習モデルを取り入れている。各

ステージをクリアするために、構造化プログラミン

グの基礎となる逐次処理、反復処理、分岐処理が学

習できるようになっている。学習者は、ステージに

与えられた条件に基づき、キャラクターを所定のゴ

ールキャラクターの位置に到達するようにお菓子を

所定のパターンに並べ、その命令群をアプリケーシ

ョン上のカメラ機能で撮影することで認識をし、キ

ャラクターを操作する。GLICODEにおける基本動

作を図 1に示す。2017年 7月以前のGLICODEで

は複数種類のお菓子を利用し、それぞれのお菓子の

形状、向き、色によって行動を判別していたが、2018

年 1月現在のバージョンでは、利用するお菓子は標

準のポッキーのみで表現可能であり、設置する向き

によって異なる動作を表現するものである。 

 GLICODEは、基本的な動作を学習できる前半ス

テージと、複数の動作を組み合わせて課題に取り組

む後半ステージに分けられる（図2）。前半ステージ

では、逐次処理、反復処理、分岐処理の学習を順番

図 1 GLICODEの基本動作 [10] 



 

に行っていく。各ステージは、ゴールキャラクター

とは別に条件が定められており、その条件を満たし

た上でステージクリアをすると、プログラミングに

必要な能力（アプリケーション上では「がくしゅう

レベル」）が上昇する仕組みとなっている（図 3）。

各ステージに取り組む際には、下記の流れを踏まえ

るように行う（図4）。 

1. ポッキーを並べる 

2. カメラで並べたポッキーを読み込む 

3. 動作検証（トレース） 

 
図 2 GLICODEのステージ選択画面 

 

図 3 GLICODE内の学習到達度（がくしゅうレベル） 

 

図 4 GLICODEによるコーディング 

 

3.2  GLICODEの特徴 

 プログラミング教育のあり方として求められてい

るのが、時代を越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」を育むことであり、コ

ーディングを習得することについては言及していな

い。GLICODEは、本格的なプログラミングの学習

を始める前段階としてのプログラミング的思考に慣

れ親しむことができる教材としての特徴を備えてい

る。具体的には、「小学校低学年でも、ゲーム感覚で

主体的に学ぶことができる」、「ポッキーや情報端末

に触れることで直感的に学ぶことができる」、「試行

錯誤を繰り返すことで対話的な学習を行うことがで

きる」、「手軽に導入することができる」といった点

が挙げられる[10]。とくに画面上での操作に留まる

のではなく、実際の対象物を操作しながら試行錯誤

ができる点が他のアプリケーションにはない特徴で

あると考えられる。 

 これは、2章で挙げた第4次産業革命において必

要とされる ICT 活用に関わる技能を獲得する上で

の基礎となっている。 

 また、小学校向けに「ティーチャーズマニュアル」

（指導案・解答集）や「がくしゅうようポッキーセ

ット」（紙印刷されたポッキー）が用意されており、

GLICODE を初めて導入する際にも気軽に利用で

きるような教具が準備されている[11]。 

 

4. GLICODEの利用検討 

筆者らは、学習者が直接対象物（お菓子）を操作

しながら試行錯誤できる点と、準備物の観点からの

導入の敷居が低い点に注目した。そこで、これまで

のプログラミング教育教材とはアプローチが異なる

GLICODEの利用可能性を、2.2節で述べた論点を

踏まえた上で検証を行うこととした。検証には、教

職員に対するハンズオンの実施および、教員志望学

生への体験会の実施を行い、ディスカッション、ア

ンケート調査を行うこととした。 

 

4.1  教職員によるアプリケーションの利用検証 

筆者らは、2017年 7月以前のバージョン時に、主

に情報教育に関わる有志を募りアプリケーションが

教材となり得るかどうかの検討を行った[12][13]。

この催しを実施する際に、下記を用意した。 

・ スマートフォン（アプリケーション本体） 

・ ワイヤレス画面接続環境（Air Play、画面共有） 

・ スケッチブックの紙（下敷き、白色の紙） 

・ ハンディライト（光源） 



 

・ お菓子（命令群） 

・ ウェットティッシュ 

本検討においては、基本的な動作原理を理解する

前半ステージについては、ユーザーに要求される解

がほぼ一意であるのに対し、後半ステージについて

は、同一ステージでカメラ機能による複数回の命令

撮影が可能であるため、命令群を小分けにして撮影

することで、最適解でなくともステージをクリアす

ることが可能であることがわかった。 

また、ひとつの画面に対して認識させるべきお菓

子の個数が増えれば増えるほど、認識が困難になる

傾向が確認された。そのため、お菓子の認識を度外

視してステージクリアに専念する場合には、お菓子

の命令を細かい単位に分割し、複数回の撮影を行う

ほうが命令を認識させやすい傾向があった。 

アプリケーションの使用感に関しては、端末とお

菓子のみで作業を行うことができるため、比較的取

り組みやすいような設計がなされている。しかし、

部屋の光源や下敷きとなる紙の面積によって、お菓

子が正常に反応しないこともしばしば見受けられた。 

そのため、GLICODEを教材として学校現場で利

用するにあたっては、次の観点で議論がなされた。 

・ 実習環境における準備の簡便さ 

・ 小学校低学年を意識したチュートリアル 

・ 衛生面や環境面への配慮 

・ 構造化プログラミングの概念習得 

構造化プログラミングの概念に関する実習であれ

ば、お菓子等の外部要素を用いずにアプリケーショ

ン内だけで完結させることも可能であるが、お菓子

の向きやパターンを組み合わせることで、体感的に

構造化プログラミングを理解することが可能となっ

ており、初学者にとっては特殊な環境を準備するこ

となく学習可能となることがわかった。しかし、一

度の実習にかかる費用や衛生面を考えると、3D プ

リンターによる教材の出力や紙面印刷することで、

教材の費用を簡素化することが考えられる。また、

分岐命令の考え方については、学習者が任意のタイ

ミングでボタンを押下できる仕様となっているため、

純粋な手続き型プログラミングの考え方からはやや

離れた考え方となっており、概念習得を行う上では

検討すべき項目が残る結果となった。 

 

4.2  教員志望学生らによるアプリケーションの利

用検証 

筆者らは、主に教職課程を履修している学生に対

して、GLICODEの体験会を実施し、使用感や利用

を期待できる場面等、GLICODEおよび小学校での

プログラミング教育必修化についての意見収集を行

った。意見収集は、複数回のGLICODE体験会を実

施した際にそれぞれ、アンケートを実施した。 

 

(1)  GLICODE体験イベントについて 

GLICODE体験会については大きく分けて次の3

種類の方法を実施した。 

① 大学構内自由参加型体験会 

大学構内の休み時間（主に昼休み時間帯）を

利用し、イベントブースを設置。イベントブ

ース横を通りかかった方に声をかけ、興味関

心を持っていただいた方にイベントに参加

して頂く。参加賞として、利用したお菓子を

贈呈。主な対象者は、大学生および大学教職

員。 

② 授業内での一斉体験会 

授業の一環で、お菓子等教具一式を受講者に

配布し、体験会の時間を設けた。主な対象者

は受講者（大学生）。 

③ 貸会議室等での体験会 

一般参加可能な催しとして、イベント告知サ

イト等での案内や、親子プログラミング体験

会コンテンツのひとつとして実施した。主な

対象者は、小学生の子どもがいる親子。 

実施の形態によって、詳細な準備物は変わるが、

おおまかには下記の物品を準備した。この催しを

実施する際に、表1および表2の物品を用意して

いる。 

表 1 GLICODE実施に必要な物品 

必要物品 

・ 体験用タブレット端末 

（もしくはスマートフォン） 

（アプリケーション本体） 

・ キッチンペーパー 

・ お菓子本体 

・ 紙コップ 

・ ウェットティッシュ 

 

  



 

表 2 イベント会場の環境として必要な物品 

必要物品 

・ プロジェクタ 

・ スクリーン 

・ ワイヤレス画面接続環境もしくは映像ケー

ブル 

・ ハンディライト（光源） 

・ 宣伝用のリーフレット 

・ 固定椅子もしくは台座（あれば） 

 

 食品を扱うことになるため、衛生面での管理は特

に注意しなければならない。そのため、特に児童を

対象にする場合には、衛生面に配慮した運用ルール

の徹底や、アレルギーの確認を行う必要がある。ま

た、お菓子を撮影する行動が伴うが、机の上から撮

影を行う必要があるため、端末や体が影を作ってし

まい、お菓子の認識を妨げる可能性がある。そのた

め、ハンディライト、あるいはスマートフォンのラ

イト等を利用して、影を飛ばすことができる光源が

あることが望ましい。これは、暗い室内であればあ

るほど有効である。 

 

(2)  アプリケーション利用のフィードバック 

体験実施終了後に Web フォームにてアンケート

回答を依頼した。アンケートは、2017 年 7 月から

11月の間に計4回実施し、205件の回答を得た。 

アンケート被験者の内訳を図5に示す。 

 

 
図 5 アンケート被験者の内訳 

 

質問は、小学校でのプログラミング教育必修化の

周知度合い、被験者のプログラミング体験、

GLICODE を教育現場で活用するための適切な学

年や科目、プログラミング教育が教育現場に導入さ

れることに対する意見について問うた。 

小学校でのプログラミング教育必修化の認知度合

いについて図6に示す。図6より、被験者の 2/3程

度の学生は、必修化が始まることを既に知っている

状態であった。一方で、大学の非構成員ではそのよ

うな流れを把握していない状態であった。 

 

 

図 6 小学校でのプログラミング教育必修化の認

知度合について 

 

次にアンケート被験者のプログラミング体験の経

験について、図7に示す。大学生は、過去に何かし

らのプログラミング経験がある者が6割程度であっ

た。しかし、体験程度に留まる者がほとんどであり、

プログラミングそのものが日常の活動に落とし込め

ているとはいえない状況であることが伺える。  

また、比較的標本数が多かった大学職員について

は、7割程度が初めてのプログラミング体験であり、

これまでにそのような機会がなかったことが伺える。 

 

 

図 7 過去のプログラミング体験の経験について 

 

GLICODEの導入に適切な学年については図8

に示す結果となった。GLICODEのターゲットが

小学校低学年であるが、5割程度が小学校2、3年

生において適切であると示していることから、体験

を導入する場合には、発達の段階に応じた指導とし

て、既習事項・未習事項の整理を行う必要がある。

 

図 8 GLICODE導入の適切な学年 

01_学部1回生, 

100

02_学部2回生, 

15

03_学部3回生, 17

04_学部4回生以

上, 23

05_大学院生, 6

06_特別支援教育

特別専攻科, 3

07_日研生, 2

11_大学教員, 3

12_大学職員, 26

21_高校生, 2

99_その他, 8



 

 

GLICODEの導入に適切な教科について、図 9に

示す。「総合的な学習の時間」や「特別活動」、「算数」

において有効であるとの見方が示された。とくに、

算数の教科においては、方向の認知やマス目を数え

ると言った、数量把握の基礎教育に活かすことがで

きる。また、GLICODEのアプリケーションが 3D

で描画されていることもあり、空間図形の把握分野

への活用が期待される。また論理的思考の育成（シ

ミュレーション等）を行うための、「コンピューティ

ング」の位置付けに期待する意見が多く見られた。 

 

 
図 9 GLICODE導入の適切と考える教科 

 

教師の立場で GLICODE の児童への導入可能性に

ついて尋ねた結果を図 10に示す。「強く体験させた

い」「どちらかといえば体験させたい」意見の中から

は、「楽しく学べる」「興味が湧く」「体験することで

記憶に残りやすい」という意見が多く、プログラミ

ングに必要な概念を、身近にあるお菓子とスマート

フォンを利用して習得可能な点が評価された。一方

で、「どちらかと言えば体験させたくない」「体験さ

せたくない」意見の中からは、体験活動を実際のお

菓子を使うことから、「衛生面」の点についての懸念

点が多く挙げられた。また「食品アレルギー」につ

いても配慮が必要という意見が挙げられている。 

 

図 10 小学生に対するGLICODE授業への適応度合い 

 

 小学校のプログラミング教育導入に関する自由意

見（総数 32）では、「低学年からプログラミングの

体験をすることは大切」「基本的な構造を学ぶ機会が

早いうちにあることはとても良いことだと思う」「小

学生にもできる簡単なプログラミングソフトがある

と知り、パソコンやタイピングへの苦手意識の軽減

にもなるという意味でも小学校へのプログラミング

教育の導入は子供の将来に役立つと思う」「興味関心

がある内容から導入することに賛成」という肯定的

な意見が多く得られた一方で、「必要性が感じられな

い」といった否定的な意見も得られた。 

 最後に、GLICODE全般に関する自由意見（総数

32）では次のような意見が得られた。 

・ おいしかった 

・ 楽しかった 

・ 無料のアプリだから嬉しい 

・ 発想は面白いが認識性に課題 

・ 子供の時、食べ物で遊んではいけないと教えて

もらうことが多い中、食べ物で遊んでしまって

もいいのか？と思いました。 

・ ポッキーを携帯で読み込むのが難しい 

・ 安定した動作、認識の向上 

 

4.3  検証のまとめ 

 以上のことから、GLICODEはプログラミング初

学者にとって特殊な環境を準備することなく学習可

能なアプリケーションであることが確認できた。ま

た初等教育段階でプログラミング教育を実施する上

での意識調査を行い、授業利用についての活用指針

となる見解を得ることができた。 

 

5. GLICODEの授業利用に対する考察 

 4 章で実施した利用検証の結果から明らかになっ

た考察を述べる。 

 

5.1  プログラミング教育アプリケーションとして 

(1) 主な対象者について 

 GLICODE の主なターゲットが小学校低学年と

しているため、プログラミング教育の導入としては

利用者の間口を広げ、導入のきっかけとして十分な

教材であると言える。特に、子どもたちにとって身

近なお菓子を利用して、与えられたフィールド内か

つ限られた道具（ここではお菓子や端末を指す）を

利用することで思考の可視化を行い、他者との意見

共有を行う可能性を広げることができる。プログラ



 

ミング的思考を育む上で、順次・反復・選択といっ

た構造化プログラミングの基礎をおさえられている

上、小学生に向けて難しい言葉を使うことなく、学

習到達度を可視化可能な機能にも特徴があるといえ

る。 

 一方で、アプリケーション中に登場する表現につ

いて、発達の段階に応じた指導・表現に配慮する必

要がある。小学校一年生程度の漢字が読めることが

望ましい。そのため、小学校低学年の中でも特に小

学校 2・3年生での利用が適切といえる。 

 また、キャラクターの向きに関する概念について

はチュートリアルを行う上できちんと定義付ける必

要がある。図 11 では順次ステージにおける正解例

と誤答の思考パターンについて記載した。

GLICODEでは、プレイヤーが見るマップに対して

方向を定義付けている。そのため、図11における正

解例は「右、右、下、右、右、上」となる。図12で

は実際にポッキーを認識させたときのプログラムコ

ードを示している。ここでは「［方向］にうごく」と

いうブロックが利用されている。このブロックの「う

ごく」起点について、実際に画面上でキャラクター

を操作するため、プレイヤーが見ているマップその

ものなのか、キャラクターが向いている方向なのか

がわからず、図 11 の誤答例のように認識すること

も考えられる。また実際のステージでは、高低差が

あり、見えにくい場所については地図の方向を変更

することも可能であるため、方向の概念については、

定義付けを行う必要があると考えられる。仮に、キ

ャラクター視線でのプログラムコードとして表現す

るのであれば、操作キャラクター自身に方向がある

ことをプレイヤーに認識させ、「前進する」「［方向］

に回転する」といった操作の定義付けを行うことが

望ましいと考えられる。 

 

(2) プログラミングの捉え方について 

 GLICODEは与えられた課題について、指定され

た条件を踏まえて解を求める探索ゲームとしての側

面が強い。それゆえに、解法が一通りでない場合が

あるものの、条件を満たす解や最適解を導くために

はある程度の条件が課せられる。文部科学省が示す

プログラミング教育の方針では、コーディングや特

定の言語に依存しないとあるので、プログラミング

の導入には適している。しかし、自分自身の考えに

ついて、コーディングを通じて表現するには、制約

条件の中で解を探すコンセプトが設定されているた

め、創作を行うような課題には適さない。そのため、

あくまでも論理的思考表現の基礎理解に活用できる

ツールという位置付けであると言える。 

仮に表現できる方法を広げるとすれば、ユーザー

が課題ステージを作成し、ユーザー同士で課題を相

互に解き合う機能が追加されれば、思考の共有や議

論の活性化につながる可能性が示唆される。 

 

 

図 11 順次ステージの正解例と誤答例の思考 

 

 

図 12 順次ステージの解答案（実際の画面） 

 

5.2  利用可能な端末について 

 スマートフォンやタブレット端末といった、消費

者が身近に所持している端末や学校現場で導入が進

んでいる端末を利用可能にしているため、個人単位

や小規模でのスポットでの利用については比較的導

入の敷居が低いといえる。一方で大規模利用につい

ては、カメラ機能が上手く機能しないものが数件確

認されており、正常に動作する端末と入れ替える必

要があった。また、カメラ機能を利用する際、お菓

子を机の上から撮影するため、利用者または端末が

机に影を作ってしまい、認識精度が悪くなるといっ



 

たことが散見された。これは利用者からのアンケー

トでも安定動作や認識の向上がされており、認識精

度の向上や、影を作らないあるいは別の認識方法を

検討といった、さらなるユーザーインターフェース

の改善を望むものである。 

 また、利用対象が小学校低学年ということも踏ま

えて、利用端末の重量については考慮する必要があ

る。例えば、実際に利用した端末の中では、Apple 社 

iPad Air (2013) はケース重量と合わせて約550g程

度であるのに対し、ASUS 社 Nexus 7 (2013) は

300g 程度である。小学校の教科書の重量が 200 – 

300g程度であることから、タブレット端末は画面が

見やすく操作しやすいものの、小学校低学年の児童

が並べたお菓子の記録のために、長時間 500g 程度

のものを被写体がぶれないように持ち続けるにはや

や困難な状況が伺えた。スマートフォンの中では画

面が 5.5 インチと大きい Apple 社 iPhone 8 Plus 

(2017) で重量が202gであるため、個人利用が想定

されるスマートフォンで GLICODE を利用する場

合には手持ちで撮影する方法も特に問題ないと考え

られるが、学校現場で主に利用されているタブレッ

ト端末は、軽量なものでも 600g を超えているもの

がほとんどである状況からすると、撮影方法等には

改善の余地があるといえる。実際に、小学校での実

践では児童の背丈が十分でなく、教員が撮影の支援

を行う場面がしばしば見受けられている（図 13）

[14]。 

 
図 13 教員が撮影を支援している様子 

 

 最後に、学校現場での普及を考える上で、利用可

能な機種について述べる。図 14 に学校における教

育の情報化の実態等に関する調査（平成 27 年度）

の資料から、小学校における教育用コンピュータの

OS 別台数の導入比率を示した[15]。GLICODE に

ついては、2018年 1月段階で、iOSおよびAndroid

端末のアプリケーションをリリースしている。一方

で、小学校現場において95%超のシェアをWindows 

OS が占めている。そのため、小学校の授業の中に

組み込んでいくためには、教育現場におけるOSの

シェアの動向を掴んでいくことが重要である。 

 

図 14 小学校における教育用コンピュータのOS別

台数割合（平成 27年度）[15] 

 

5.3  お菓子の取り扱いについて 

 プログラミング教育の導入として、身近なお菓子

を教材として取り上げる点については独特の発想が

あるが、利用者からの意見として、アレルギーやお

菓子そのもので「遊ぶ」ことの懸念が問題点として

指摘されている。対策として、紙印刷された学習用

キットが配付されているため、それらを利用するこ

ともできるが、本来の持ち味である、身近なお菓子

を利用してプログラミング体験を行う趣旨から外れ

てしまう可能性もある。そのため、学校現場・授業

では紙印刷されたものを利用し、より興味を持った

場合に家庭で実際のお菓子を使ったプログラミング

を楽しむといった方法が考えられる。 

 

6.  おわりに 

本論文では、プログラミング教育アプリケーショ

ンである、GLICODEを題材として取り上げ、来る

小学校プログラミング教育必修化に向けて、実際の

学校現場において有効な利用が可能かどうかの検討

を行った。現職教員らとの議論および教職志望学生

等への体験会を通じて実施したアンケートによる検

討の結果、小学校低学年におけるプログラミング教



 

育の導入教材として適しており、基礎概念を容易に

修得可能なツールとしての利用可能性が示された。 

一部、純粋な手続き型プログラミングの考え方か

ら離れた部分もあり、プログラミングの概念を網羅

できる教材としては課題が残る。また、利用可能な

端末について、初等教育現場の導入市場から見た場

合、導入教材として普及するには現状リリースされ

ているOSに対応した端末にとどまらず、より汎用

的な端末でも利用可能にする検討が必要であること

や、教材そのものの取り扱い方についても一定の課

題が残る。 

そのため、GLICODEのさらなる利用に向けて、

カリキュラムおよび発達の段階に応じた学習指導案

への反映や利用可能な端末環境の検討が今後の課題

として挙げられる。 
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