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In order for students to understand what programming thinking is, it is necessary to actually try computer
programming. Tiny BASIC for Windows by takeuchi is very well suited for this purpose, which allows them to
understand algorithms such as data swapping and sorting, as well as basic computer operating principles.
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０．序言

これらを学ぶには、理想的には情報処理系の専門
学校等で 90 分×5～15 回ほどの研修が必要になるが、

2020 年より小学校におけるプログラミングが開

現職の教員にとって日常の校務もある中でそれは不

始された。小学校では、
「プログラミング」という教

可能である。そこでそれぞれの教員が、時間の空い

科を設定するのではなく、実際にプログラミング言

ている時に自分のペースでコンピュータのプログラ

語によるコーディングは含まれないものの、既存の

ミングを通して基本的動作原理から平易なアルゴリ

教科の中で問題解決の手順を考えるときにプログラ

ズムが習得できるようなオンデマンド教材（以下「本

ミング的思考ができるように、さらにコンピュータ

教材」という）の開発を行なうこととした。

の基本的な動作原理を理解させることが目標となっ

１．本教材の概要

ている(*1)。
現時点ではプログラミング教育を担当する小学校
の教員に特定のプログラミング言語を用いて何らか

（１）目的と理念

のプログラムが作成できるスキルは求められてはい

前述のように、本教材が掲げる目的は

ないものの、コンピュータの動作原理やプログラミ

（ア）コンピュータの基本的な動作原理

ング的思考を身に付けさせる教育を行なうためには、

（イ）プログラミングにおける平易なアルゴリズム

教員自身がこれらについて熟知しておく必要がある。

を自習により身に付けられるものである。本来から

そのためには、何かひとつプログラミング言語を習

いえば、CPU の構造（演算装置とレジスタなど）、

得し、これを用いて実際にコンピュータのプログラ

主記憶装置のアロケーション、データ型によるデー

ムを作成する過程を通して、プログラミングにおけ

タ構造などを学ぶために機械語によるフログラミン

る平易なアルゴリズム、プログラムが動作する時、

グから始めるべきであるが、この方法では、最終目

コンピュータのハードウェアがどのように動くのか

標である「プログラミング的思考」とは何か、まで

を知っておく必要がある。

到達するのに膨大な時間がかかってしまう。
そこで本教材では、これらについては高水準言語

１
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しかしながら当時、ゲームプログラム制作などの

（さらに深く知りたい方はこちら、のような）取り
扱うこととする。

ホビーユースだけでなく、これでプログラミングを

（２）本教材で採択したプログラミンク言語

習得した愛好者も多かったにも関わらず、1990 年代

前項で述べたとおり、基本的には高水準言語を用い

半ばになると BASIC は徐々に下火となっていった。

る。本教材で使用するプログラミング言語として

その理由としてメーカー各社が提供した BASIC は

Tiny BASIC for Windows を選定した。これは基本

ほとんどがインタプリタ型であり、実行速度が遅

的には BASIC 言語（以下、明確に言い分ける必要

かったこと、またベースとなった Microsoft BASIC

がある場合を除き、BASIC という）である。

は制御文のブロック化が出来ない、ローカル変数が

Tiny BASIC とは元々1970 年代後半から 1980 年代

使えないなどの理由で構造化プログラムが困難であ

初期に発売されたパーソナルコンピュータ（当時は

り、大規模なプログラム開発には向かなかったこと

マイコンという呼称が一般的であった、以下パソコ

があげられる。パソコン用のＯＳとして CP/M、MS-

ンという）に搭載されていた BASIC の総称である

DOS が出現し、この上で動作する FORTRAN、

が、Tiny BASIC for Windows は takeuchi 氏(*3)の

COBOL、Ｃ言語の台頭で、BASIC は次第に影をひ

開発によるもので、Tiny BASIC とは全く別物であ

そめていった。
その BASIC が再び日の目を見るのは 2002 年以

る。
BASIC （ Beginner's

All-purpose

Symbolic

後、Microsoft 社が.NET Framework に対応した

Instruction Code）は 1964 年米ダートマス大学で数

Visual BASIC 7.0 以後（以下、Visual BASIC とい

学者のジョン・ケメニー(1926～1992)とトーマス・

う）(*5)をリリースしてからである。これは統合開発

カーツ(1928～)により考案された教育用プログラミ

環境（IDE）の中の 1 ツールという位置づけになっ

ング言語である。主として文系の学生のコンピュー

て い る た め 、 シ ス テ ム 開 発 に お い て は .NET

タ教育を目的としており、FORTRAN 言語を母体に

Framework 上で動作する他のプログラミング言語

したものであった。このプログラミ ング言語が急速

との統合開発を可能とし、プログラム作成上、使用

に普及したのは、1980 年代に 起こったパソコン

するコンピュータの主記憶装置容量などハードウェ

ブームで、メーカー各社がハードウェアに標準で付

アの制限を事実上受けないものとなり、開発に使用

属するプログラミング言語として提供するように

するプログラミングに関わらず共通のライブラリ、

なったことによる(*4)。初期のパソコン用 BASIC は

モジュールを持つことを可能としたため、実務シス

ダートマス BASIC をサブセット化したもので、そ

テムの開発にも充分堪えられるものとなった(ex.2)。

の後に世界的に普及する BASIC に比べると、配列
名がひとつしか使えない、変数名が最初の 2 文字し

Module Program

か認識されないなどの制約が厳しかった。その後、

Sub Main()

米 Microsoft 社がダートマス BASIC を元に機能を

Const Pai = 3.14159

拡大した BASIC（以下、Microsoft BASIC という）

Dim R As Single

を発表すると、パソコンメーカー各社が一斉にこれ

Dim S As Single

を標準搭載のプログラミング言語としたため、

Console.Write("半径:")

BASIC は 1990 年代初頭までパソコンの標準プログ

R = Console.ReadLine()

ラミング言語となっていた(ex.1)。

S = Pai * R * R
Console.WriteLine("面積＝" & S)

10 PAI=3.14159

End

20 INPUT “半径：”,R

End Sub

30 S=PAI*R*R

End Module

40 PRINT “面積＝”;S
50 END

ex.2 Visual BASIC によるプログラム例
BASIC は、プログラムの動作を指示する命令語が、

ex.1 Microsoft BASIC によるプログラム例
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PRINT（画面表示）、INPUT（キーボードからのデー

全体の構成は次のとおりである。

タ入力）などわかりやすく、数式も算数・数学で使
用するそれとほぼ同じであり、プログラミング初心

【はじめに】

者でも扱いやすい。また高等学校の「情報」でサン
プルとして示されるプログラムが BASIC を元にし

本教材で学習する内容の概略
【第 0 章】実習の準備
Tiny BASIC

たものが多かったことから、現在の小学校教員に
とっても馴染みやすいプログラミング言語と考えら

for Windows のインストール

【第 1 章】ノンプログラミングで四則演算
Microsoft BASIC にあったダイレクトモードに相

れる。
本教材で採択した Tiny BASIC for Windows は、

当する機能を使い、コンピュータでの計算を体験し

Microsoft BASIC では困難であった構造化プログラ

ながら算術演算子と計算式の書き方を習得する

ムを可能とした。その理由は

【第 2 章】変数を使う

（ア）Microsoft BASIC にはなかった制御文ブロッ

ノンプログラミングで変数の使い方を習得、コン

ク化を可能としたこと

ピュータの主記憶装置について解説

（イ）Sub、Function など手続き型、関数型サブルー

【第 3 章】プログラミングはじめの一歩（順次処理）

チンが使えるようになったこと

簡単な加減乗除算のプログラムを通して順次処理

（ウ）ローカル変数（これらのサブルーチン内のみ

（何も指示がなければプログラムは一番上から順番

で使う変数）が使えるようになったこと

に進んでゆくこと）を習得

である。これは Tiny BASIC for Windows でプログ

【第 4 章】キーボードからデータを入力するプログ

ラミングの初歩を学んだ学習者が将来的に Visual

ラム

BASIC に移行してゆくことを想定したものと考え
られる。

周辺装置からのデータ入力の基本として計算に使
うデータをキーボードから読み込むプログラムにつ

以上の観点より、本教材ではプログラミングの演
習に Tiny BASIC for Windows を採択することとし

いて解説
【第 5 章】文字列を扱う（1）
String 型データと String 型変数、さらに文字コー

た。

ドについて習得
【第 6 章】誤操作を防ぐ工夫（1）

PAI=3.14159
INPUT "半径：",R

実務プログラムにつながる知識としてプロンプト

S=PAI*R*R

を用いてオペレータの誤操作を防ぐ工夫について解

PRINT "面積＝";S

説

END

【第 7 章】繰り返し処理（1）
BASIC の FOR～NEXT を用いた回数が決まって
ex.3 Tiny BASIC for Windows

いる繰り返し処理のプログラムを通して制御文につ

によるプログラム例

いて解説
【第 8 章】平均を求めるプログラム（1）

（３）本教材の構成

平均を求めるプログラムを通してプログラミング

前述のとおり、本教材の目的はプログラム作成を

独特の考え方としてＡ＝Ａ＋Ｂのような代入命令と

通してコンピュータの動作原理の基本と平易なアル

しての＝の使い方を解説

ゴ リ ズム を習 得 させ るこ と であ る。 そ こ で Tiny

【第 9 章】繰り返し処理（2）

BASIC の文法については、変数の使い方、式の書き

BASIC の WHILE～WEND を用いて一定の条件を

方のような基本の他はくり返しと選択処理に関わる

満たしている間繰り返し処理が行われるプログラム

制御文、配列に使い方までにとどめ、目的から外に

を習得

出るファイルを使用するプログラム、サブルーチン

【第 10 章】平均を求めるプログラム（2）選択処理

（手続き型、関数型ともに）およびグラフィック関

平均を求める際、特定のデータが入力されたら加

連は取り扱わないこととした。

算データの入力をやめるプログラムを通して選択処
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理、判断分岐について習得
【第 11 章】配列（データの再利用）
平均を求めた後、各入力データが平均より高いか低
いかを判定するプログラムを通して配列に入力デー
タを記憶する方法を習得する
これに基づき作成したプログラミング自習教材の
一部を付録 2 に示す。
課題 1 の 2）人間 1 人と動物 3 匹を無事に川の対岸

２．本教材を使用した授業の実践報告

に渡す。ボートは人間 1 人と動物 1 匹しか乗れない。

（１）2020 年度の富山大学人間発達科学部におけ
る 1 年生対象の基礎ゼミナール

人間がいないと狐は鶏を、犬は狐を襲ってしまう。
動物は泳げない。一度連れて行った動物をこちら岸

この授業は学科の複数の教員が分担するものであ

に連れて帰るのはＯＫ。

るが，2020 年度は筆者が担当する回が 4 回あり、そ
のうちの 3 回を使って実践してみた。
第 1 回において、学生のプログラミング学習環境を
調査し、全員が何らかの形で Windows10 パソコン
が使える状態であることが確認できた。
本教材は本編が 12 章あるがこの授業では第 11 章
は省いた。また初期調査において高等学校までのプ
ログラミング経験と習熟度を調査したが（付録 1）、
受講した学生のほぼ全員が正解を出せなかったため、
全員がコンピュータのプログラミングは初心者であ

［結果］第 1、2 問ともに全受講生が正解できた。

ると考えて授業を進めた。1 回の授業では進められ

課題 2）FOR～NEXT 制御文を用いて、10 人の児童

る 2～3 章のペースで進めることになるため受講生

のテストの平均点を求めるプログラム作成［結果］

には少々厳しいものとなった（2020 年度は新型コロ

全受講生が正解できた。

ナウィルス COVID-19 感染拡大防止のため、この授

課題 3）児童マスタファイルを読み、IF～ELSE～

業は全回遠隔授業となったこともある）。そのため本

END

教材の他に Moodle 等を用いたオンデマンド教材や

するプログラム

IF 制御文を用いて男女別児童数をカウント

この段階でファイル入力については解説していな

副教材を用いた。
課題は 3 題、1 題めはさらに小問 2 題に分かれて
いる。各課題と受講者の正解率は次のとおりである。

かったのでこの部分はあらかじめコードを示した。
［結果］受講者 39 人中、25 人が正解

受講者総数は 39 人。

（２）2020 年度の富山大学人間発達科学部におけ
課題 1 の 1）市電大学前電停から人間発達科学部第

る 3 年生対象の教材開発論
この授業は 2019 年度までは音楽・音楽科教育論

1 棟玄関まで歩いてくる手順（旧国道 8 号線の南側
歩道を通るものとする）

の延長上にあったが、2020 年度からは、小学校にお
けるプログラミング教育を担当する教員として知っ
ておくべきコンピュータとプログラミングについて
の知識を習得するものに内容を一新したものである。
通常の 15 回授業である。この授業でも前項の基礎
ゼミナール同様の初期調査を行なったが、1 年時に
情報系の科目で習得したはずのＣ言語は受講した 5
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人の学生全員が忘れており、付録 1 に示した問題も

ものである。

5 人中 1 人が解けなかった。そこでこちらの授業で

［結果］全員が「2 番線の電車を 1 番線に移動」の

も全員がプログラミング初心者という前提に立って

ように高水準言語レベルで正解できた。その後、汎

授業を進めた。授業回数が 15 回あることもあり、第

用レジスタについて説明しデータ入れ替えの際、対

0 章のみ自習課題としたが、他は各章に 1 回の授業

象となるデータがどのように動いてゆくかを考えさ

を充てることができ、かつ第 11 章まで進められた。

せた。

さらに本教材には含まれていないが順編成ファイル

課題 7）データの再利用（1）

を用いたプログラムまで取り掛かれた。

10 人の生徒の試験の成績を入力し、それぞれの生徒

この授業では第 2 回以降プログラム提出課題をほ
ぼ毎回設定した。主なものは次のとおりである。受

の成績が平均より高いか低いかを表示するプログラ
ム作成

講生は 4 人。

この課題の前に配列についての説明は終わってい

課題 1 の 1）計算式の書き方と変数の使い方

るので配列をつかうことを条件とした。

仕入単価、小売単価、売上個数より粗利益を計算す

［結果］全員が正解できた

る。仕入単価、小売単価、売上単価はそれぞれ変数

課題 9）データの再利用（2）ファイルを作成する

に代入するものとする
課題 1 の 2）三角形の面積を求めるプログラム
底辺の長さ、高さは INPUT 命令を使ってキーボー
ドから入力するものとする
［結果］この 2 問は全員が正解できた
課題 5）データの入れ替え

中学校の特定の学年の特定の科目を想定し、それ
ぞれのクラスの成績を統合して学年での順位付けを
した資料を作成する過程を電算化する。
各クラスの成績はファイルとして作成し、最終資料
Ａ町からＢ町を通り、Ｃ町に至る鉄道。Ｂ町では
列車の進行方向が変わるため駅の線路配置は上の図

もいったんファイルとして作成してから印字するも
のとする。

のようになってる。今、2 番線に停車中の電車と 3

これも課題 5 同様、提出課題であると同時にシス

番線に停車中の電車を事故なく入れ替えるにはどう

テム設計におけるファイル設計について習得する教

したらよいか。

材としての性格が強いものである。高得点順の並べ

「本線」とは、旅客列車や貨物列車が普通に通る

替えの部分はここではプログラミング初心者にとっ

線路で、それ以外の回送や入れ換えの列車を長時間

て平易な交換ソート法を用いた。

置いておくことはできない。また 1 つの番線（ホー

［結果］制作過程で個別指導を行ないながら全員が

ム 1 本分とする）に 2 つ以上の列車は入れられない。

正解（最後まで作り上げた）できた。

今ここでは、Ａ町、Ｃ町からＢ町駅に入ってくる列
車はしばらくの間ないものとする(*6)。
これは提出課題という性格より、主記憶装置と汎用
レジスタについて説明する教材としての性格が強い
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氏による公式サイト）http://www.tbasic.org/

３．考察と結語
（１）2020 年度に限った特殊事情

（註）

2020 年度は新型コロナウィルス COVID-19 の感

(*1)小学校プログラミング教育の手引（第三版）令和
2年3月

染拡大緊急事態宣言のため、前章(1)の授業は全回が、

(*2)コンピュータのプログラミング言語の中で、人

前章(2)の授業もほぼ半数が遠隔授業となった。
前章(1)に関しては Tiny BASIC for Windows のイ

間の話す言葉に近い言語をいう。これに対しＣ言

ンストールから使い方、BASIC の文法、プログラミ

語など機械語に近い言語を低水準言語という

ングの基本などすべての内容、前章(2)に関しては、

(*3)インターネット上のハンドル名。本名は公開さ

データの入れ替え、配列によるデータの再利用など

れていない

のアルゴリズムについて理解不充分な学生の個別指

(*4)Read Only Memory（読み出し専用の不揮発性

導がほとんどできなかった。よって本年度の授業実

メモリ）に格納され部品として組み込まれている

践結果から本教材を用いたプログラミング教育の効

ことが多かったことから当時は ROM-BASIC と

果について結論を出すのは困難と考える。

呼ばれることが多かった

(2)前章 2 つの授業の初期調査から、1 年生は高等学

(*5)Visual BASIC は 6.0 までは DirectX に対応す

校の「情報」、3 年生の学生は 1 年時に習得したはず
のプログラミングはほとんど忘れてしまっている。

る方向で開発が進められていた
(*6)Monois のつくレールを用いて作図

今後小学校においてプログラミングを担当できる教
員（小学校では既存の教科中で行なうことになって
いるので全教員となる）を教員養成学部で育成して
ゆくのなら、コンピュータの基本的動作原理、プロ
グラミングにおけるアルゴリズムを習得させる科目
の設置と充実が必要と考える。
(3)どちらの授業でも Tiny BASIC for Windows の
使い方、BASIC の基本的な文法でつまずく学生はい
なかった（これらについての質問はなかった）こと
から、プログラミング初心者にとって教材として使
用するツールとして適切と思われる。
(4)今後の課題として、数回～15 回の授業で、コン
ピュータの動作原理についてさらに深く学べ、プロ
グラミング上のアルゴリズムについてもさらに高度
なものが習得できるような教材の開発と授業の構
成・方法などの考案があげられる
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コンピュータ・プログラミング自習教材の作成と実践

（付録 1）各授業開始時の初期調査より

左図に示すものは、売上集計プログラムの手順で
す。空欄(1)～(3)に入るものを［解答群］より選ん
でください。取り扱い商品は 10 個、それぞれの商
品の売上は売上単価×売上個数です。それぞれの商
品の売上げをディスプレイ画面に表示し、最後に売
上の合計額を表示します。売上単価、売上個数は
キーボードから入力するものとします。
変数リスト（アルファベット順）
I:繰り返しカウンタ
G:売上合計
U:売上金額
UK:売上個数
UT:売上単価
［解答群］
ア．Ｕ=UT×UK イ．I= 10 ウ．U=G+U
エ．G=G+U オ．I＞10
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（付録 2）本教材より抜粋(1)一定回数繰り返し
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コンピュータ・プログラミング自習教材の作成と実践

本教材より抜粋(2)不定回数の繰り返し

（2020 年 10 月 20 日受付）
（2020 年 12 月 8 日受理）
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