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　The programming environments “for children” allow not only for children to learn programming, 
but also for teachers to develop teaching materials of various subjects. For example, Squeak 
is one of them.  The developed teaching materials can purvey the simulation environments in 
the classroom.  It will be necessary to study the effective use of the materials on each teaching 
content. Here, we concentrate on function and its graph that should be learned from arithmetic 
in primary school to mathematics in high school.  We develop the prototype of the material for 
drawing graphs of functions and translating graphs by Squeak, and discuss the way to use it.  As a 
result, we found it would make children understanding concrete by using it after drawing graphs 
by their hands, and deep when it is used repeatedly at many school terms.  It, furthermore, would 
be modified and/or extended to adjust other contents that should be presented by graph.  We also 
found that the basic scripts in the material can be constructed simply enough that children be able 
to read and extend those by themselves.  This fact will possibly lead to the consequence of the 
growth of their interest in arithmetic, mathematics, and/or other subjects.
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１．はじめに

　コンピュータの処理能力，ソフトウェア技術の
急激な向上を背景に，教育の現場での ICT の活
用への期待が高まるとともに，実際に教育の手法
を変えつつある．その領域は情報リテラシ，プロ
グラム開発能力，論理的思考の育成だけでなく，
各教科の学習にも及んでいる．ここで，ICT，特
に学習環境を左右するソフトウェアの適切性は，
開発当初の主たる目的や上記の領域でなく，学習
目標に依存する 1）．本研究では，算数科・数学科
の学習における”子ども向け”プログラミング環

境の活用について考察する．教育現場や子どもの
自学習での利用を強く意識した“子ども向け”プ
ログラミング環境として Smalltalk を基にした
Squeak 2），Scratch 3），Alice 4）や文部科学省のウェ
ブサイトで提供されているプログラミン5）などが
挙げられる．これらに関する教育上の手法，効果
などに関するさまざまな理論的，実践的な研究が
進められている6）が，更に多方面からの検討が必
要と考える．なお，以下では，“子ども向け”プ
ログラミング環境について検討するにおいて，学
習者を子どもと表記する．
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２． “子ども向け”プログラミング環境を活用し
た教科教育

2.1　教科教育における活用
　Squeak をはじめとする上記のソフトウェアで
は，子どもがプログラミングを学べるように，プ
ログラミング言語に関する高度な知識を要求せ
ず，プログラミング環境と実行環境を厳密に区別
せず，容易にディスプレイ上のオブジェクトを動
かすことができる．しかし，これらの用途はプロ
グラミング学習に限られるものではなく，オブ
ジェクトをそのときの学習対象に見立てることに
より教科教育の動的な教材，すなわち，シミュレー
ション教材，或いは，その開発環境として活用で
きる．これらにより開発した教材は，多様な条件

（パラメータ）で処理を行うことができ，教室の
環境で再現できない事象をオブジェクトやその動
きにより観察することができる．また，時間的制
約において省略せざるを得ない繰り返しによる学
習活動（多数の例示など）を補うことができる．
これらの一般的なシミュレーションプログラムの
利点を持つことに加え，”子ども向け”プログラ
ミング環境は，次の観点から教材，及び，教材開
発環境として有効であると考えられる．

（1）拡張性が高い
　オブジェクトや動きに修正や追加を加えること
が容易であり，学習内容にあわせて拡張すること
ができる．これにより，カリキュラムの年次進行
などから，時間をおいて関連項目を学習するとき，
同じ教材を用いることができる．また，オブジェ
クトに何を見立てるかという解釈を変えれば，同
一項目，同一科目だけでなく，異なる教科の教材
として拡張できる可能性もある．

（２）発展的学習に活用できる
　教材は，子どもと教員で共有でき，子どもは発
達の段階にあわせて自学習で活用できる．また，
教科教育における活用は，子どもがこれらの環境
に接する機会を増やし，自由な発想で教材を拡張

していくことで，ソフトウェア本来の目的である
論理的思考の育成に繋がる可能性がある．
　ただし，上記はコンピュータ上の環境に関する
利点であり，教育効果については，従来の静的な
教材・教具との併用による効果を含め，学習項目
ごとに検討しなければならない．

2.2�　算数科・数学科における関数とグラフの学
習への活用

　平成24年度より実施されている教育指導要領 7）

から，中学校数学科の「数量関係」の領域が「関
数」に変更された．これは，関数の概念の習得を
重視したもので，国の教育課程の基準全体の見直
しについての検討の要請に対する中央教育審議会
の答申（平成 20 年１月）8）を踏まえたものである．
また，同答申は，「数量や図形の意味に関する実
感的な理解」，「発達や学年の段階に応じた反復（ス
パイラル）による理解の広がりや深まり」，「日常
生活，他教科等の学習，より進んだ算数・数学の
学習への活用」の重要性について言及している．
関数の学習は，小学校第５学年の比例の関係から
高等学校の指数関数・対数関数まで段階的に進め
られる．指導要領で述べられているように，一つ
ひとつ丁寧に点をプロットしてグラフを描く活動
やコンピュータなどを活用して様々なグラフをか
き，その特徴を帰納的に見いだしたりする活動は，
基本的・基礎的理解において重要である．また，
文献１）で言及されるように，コンピュータを用
いた作業は，「一つ」の関数のグラフの概形を捉
えることが目標の場合は，単なる数値の入力と結
果の観察というつまらない作業に陥りがちである
が，関数「群」の特徴を捉えたい場合には有効で
ある．限られた授業時間内に，「群」の単位でグ
ラフを描き，観察する活動において，GRAPES9）

など関数グラフ作成ソフトのほかに，シミュレー
ション教材が有効であると考える．
　また，シミュレーションによれば条件（パラメー
タ）を変更することで様々なグラフを扱うことが
でき，単元や学年を限定せず，共通の学習環境を
提供する教材を開発することが可能であり，スパ
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イラルによる学習に対応できる．更に，関数の概
念，式，グラフは，さまざまな自然現象，社会現
象を表現するものであり，日常生活，他教科に関
連するため，ここでの教材開発は，必然的に他教
科での活用を視野に入れたものとなる．ただし，
上記の教育効果は，子どもが迷わず操作できる
ユーザインターフェースを実現できた場合にのみ
望めるものである．

2.3�　Squeak による「関数のグラフ・グラフの
移動」のシミュレーション教材の試作

　“子ども向け”プログラミング環境は，いずれ
もオブジェクト指向であり，幅広い目的に対応で
きるものである．しかし，主たる目的の違いから，
プログラミング環境において扱いやすい形式で提
供される機能が異なる．Scratch や Alice はアニ
メーション，マルチメディアコンテンツの作成を
想定し，その機能に優れている 3，4，10，11）．これに対
して，Squeak は，オブジェクトの運動とその観
察に主眼が置かれている12）．
　Squeak ではモーフ（Morph）と呼ばれるグラフィ
カルなオブジェクトを中心に環境が構築される．
モーフで呼び出される一連のプログラムコード
は，スクリプト（Script）と呼ばれる．スクリプ
トを作成する方法は２つある．一つは，スクリプ
トエディタでコードを記述する方法である．もう
一つは，モーフに関する性質や動きを定義するタ
イル（Tile）を組み立てていくタイルスクリプティ
ングと呼ばれる方法である．これにより，高度な
プログラミング言語の知識を持たずに利用するこ
とが可能になっている．また，モーフは互いにス
クリプトを呼び出すメッセージ（Message）を送
り合うことができ，スクリプトとメッセージを組
み合わせることで，シミュレーションの機能，及
び，ユーザインターフェースを適切なものにでき
る．モーフには，楕円，四角形，線などさまざま
な形状のものがあり，グラフの構成要素として充
分である．また，タイルによりモーフの位置，大
きさ，向きなどの幾何情報を扱うことが容易であ
り，グラフのプロットや移動を表現するのに適し

ている．そこで，本研究では「関数のグラフ・グ
ラフの移動」に関するシミュレーション教材を試
作し，教材としての可能性を検討するためにスク
イークを用いることにする．なお，子どもの発展
的な学習や教員同士の教材の共有を実現するた
め，可能な限り，タイルスクリプティングで作成
する．

３．試作した教材

3.1　概要
　試作したシミュレーション環境「関数のグラフ・
グラフの移動」は，次の４種のシミュレーション
を行うものである．
　（1）関数のグラフ描画（点のプロット，線）
　（2）移動に関する値の指定によるグラフ移動
　（3）マウス操作によるグラフ移動
　（4）グラフの目盛りの変更
　この画面構成は図１のとおりである．画面左側
にはグラフと目盛りに関するフィールドを置き，
グラフの観察と（4）のパラメータ（目盛り）を
指定する領域とする．関数のグラフ上の点に相当
する円形のモーフは，（1），（2），（3）それぞれに
ついて 41 個を x 軸方向に関して等間隔に配置す
る．画面右側には，（1），（2），（3）それぞれにつ
いて，式や移動に関するパラメータの入出力とシ
ミュレーション開始と停止のためのボタンを含む
フィールドを配置する．なお，それぞれのシミュ
レーションについて，ユーザが直感的に操作でき
るように，グラフ上の点・線，及び，パラメータ
フィールドなどの関連するモーフを同一色で対応
づける．（1）は緑，（2）は青，（3）は赤，（4）は
黒である．以下では，パラメータに関するフィー
ルドをそれぞれ緑フィールド，青フィールド，赤
フィールド，黒フィールド，グラフ上の点を緑の
点，青の点，赤の点と呼ぶ．
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3.2　シミュレーションの内容
（1）関数のグラフ描画
　・ユーザインターフェース
　このシミュレーションのパラメータ（入力）は，
式の係数であり，出力はグラフ上にある緑の点の
座標である．シミュレーションの開始と停止の
きっかけは，緑フィールドの「プロットの開始 /

停止」ボタンに担わせ，実行中はシミュレーショ
ンのスクリプトを常に動作させ，パラメータの変
更に伴い，同期するように緑の点を移動させる．
また，「線を引く」ボタンは，緑の点を結ぶ線を
引くものである．このボタンを押すことで，以後
にプロットするグラフと比較する必要があるグラ
フを線として残すことができる．入力例を図２に
示し，図３に出力例として，y ＝－５＋ 0.5x のグ
ラフ，及び，y ＝５＋ 0.5x のグラフをプロットし
た段階で線を引き，続いて y ＝ 10 ＋ x となるよ

うにパラメータを変更した結果を示す．

図１　試作したシミュレーション環境「関数のグラフ・グラフの移動」

図２　（1）の入力の例

図３　（1）の出力の例
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　・スクリプト
　Squeak では，同じスクリプトを有する兄弟モー
フを作ることができる．又，モーフごとに変数を
定義でき，その変数を表すタイルを配置すれば，
変数への入出力が可能となる．更に，スクリプト
やモーフは他のモーフに対してスクリプト実行の
メッセージを送るとき，単なる「実行する」だけ
でなく，一定時間間隔で動作するように「スター
トする」，「兄弟の皆に送る」ことが可能である．
これらにより，ここでのシミュレーションは次の
構成で，関数の値を求める四則演算を含め，タイ
ルスクリプティングだけで実現できる．

ⅰ ．「プロットの開始 / 停止」ボタンのスクリ
プト：

　ⅱ ．のスクリプトにスタート或いはストップ
するメッセージを送信する．

ⅱ．緑フィールドのスクリプト：
　兄弟として作成した 41 個の緑の点すべてに
　 ⅲ．のスクリプトを実行するメッセージを送

信する．
ⅲ．緑の点のスクリプト：

　　 それ自身の x 座標から，関数の式に従い y 座
標を求め，その位置に移動する

（2）移動に関する値の指定によるグラフ移動
　・ユーザインターフェース
　ここでは，グラフの平行移動，点対称移動，線
対称移動，回転移動を扱う．ただし，段階的な学
習に対応できるように平行移動は，「x 軸方向に a

だけ平行移動」，「y 軸方向に b だけ平行移動」，「x

軸方向に a，y 軸方向に b だけ平行移動」のいず
れかをユーザが指定できるように作成する．線対
称移動も同様に，「x 軸について対称移動」，「y 軸
について対称移動」，「直線 y ＝ x について対称移
動」，「直線１（Y＝C０＋C１X（C１≠０））につい
て対称移動」，「x 軸に垂直な直線 m（X＝Cx）に
ついて対称移動」に分類する．
　これらのシミュレーションのパラメータは二種
類ある．一つは，元（移動する前）のグラフに関
する式の係数であり，（1）と同様に指定できる．

もう一つは，移動に関する値である．図４のよう
に青フィールドで移動の種類を選択するととも
に，そのパラメータを指定する．ここでのパラメー
タは，上記の a，b，C0，C１，Cx に加えて，点対
称移動の中心 P の座標（xp，yp），及び，回転移
動に関する中心 Q の座標（xq，yq）と角度θで
ある．シミュレーションの出力は青の点の座標で
あり，実行のきっかけは「グラフ移動」のボタン
である．ボタンを繰り返し押すことで，青の点に
対して次々に移動を施し，それを観察することが
できる．図５に出力例として，y＝５＋0.1x のグ
ラフを点 Q（0，0）を中心に 90 度回転移動し，更
に，x 軸方向に 15 だけ平行移動した結果を示す．

　・スクリプト
　元のグラフに関するスクリプトは（1）と同様に
作成し，移動に関してはⅰ，ⅱに示す構成とする．

ⅰ．「グラフ移動」ボタンのスクリプト：
　青の点すべてにⅱ．のスクリプトを実行する

図４　（2）の入力（パラメータ指定）の例

図５　（2）の出力の例
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メッセージを送信する．
ⅱ．青の点のスクリプト：
　青の点自身の現在の座標（X，Y）をもとに，
次式に従い，移動後の座標（X’，Y’）を求め，
その位置に移動する．ここで，a，b，xp，yp，
C0，C1，Cx，xq，yq，θは，前述のパラメータ，

（r，α）は現在の青の点の幾何情報の一部であ
り，回転移動の中心 Q を原点とするときの極
座標に相当する．

 平行移動：

 点対称移動：

 線対称移動：
・対称軸ｌがY＝C0＋C1X（C1≠0）のとき、

・対称軸ｍがX＝Cx のとき、
X’＝2 Cx －X，Y’＝Y．

 回転移動：
X’＝xq＋rCos(α＋θ)，
Y’＝yq＋rSin（α＋θ）．

X’X a Y’Y b  

X’2xp－X Y’2yp－Y  

　このスクリプトを作成するにあたり，回転移動
において三角関数を用いる部分はエディタでコー
ドを記述せざるを得ないが，その他はタイルスク
リプティングが可能である．

（3）マウス操作によるグラフ移動
　・ユーザインターフェース
　赤フィールドで，平行移動，点対称移動，線対
称移動，回転移動のいずれかを選択し，この移動
を行う．ただし，パラメータは数値で指定せず，
次のⅰ，ⅱによりグラフ上でマウスを動かすこと
でシミュレーションを実行する．

ⅰ ．移動のインジケータに相当するモーフをグ
ラフ上に配置し，マウスの動きに連動させ，
その幾何情報（位置，大きさ，向きなど）か

らシミュレーションのパラメータの値を決定
する．

ⅱ ．シミュレーション開始のきっかけは矢印型
のインジケータをクリックすることとし，こ
れにより赤の点の移動後の座標が求められ，
実際に点が移動する．

　図６と図７に，インジケータとシミュレーショ
ンの出力の例を示す．いずれも y＝－５－0.1x２の
グラフからの移動である．図６は，点（-5，0）に
ついての点対称移動，図７は Y＝５＋x を軸とす
る線対称移動である．
　なお，平行移動のインジケータは赤の代表点か
ら移動先に延びる矢印型のモーフである．回転移
動のインジケータは，中心点と回転角を示すもの
であり，図７の線対称移動の軸を示すインジケー
タと同じ形状である．また，マウスで指定された
パラメータの値は赤フィールドに表示され，確認
できる．
　・スクリプト
　Squeak では，コーディング（スクリプティング）
環境とユーザによる実行の環境を区別せず，モー
フに関して入力用・出力用のいずれかに用途を制
限することを前提としない．その発想による環境
では，シミュレーション実行中にモーフをマウス
で掴み動かすこと，その幾何情報を利用すること
を想定したスクリプト設計が容易である．上記の
ユーザインターフェースは，この特性を利用し，
変化するインジケータの幾何情報をグラフ移動の
パラメータ変数に送ることで実現する．確定した
パラメータの値に対する赤の点の動きは（2）の
スクリプトを利用できる．なお，グラフの位置が
連続的に変化する平行移動，回転移動に関しては，
より直感的に赤の点を掴み，移動することで，イ
ンジケータを介さずにシミュレーションを実現で
きる．しかし，ここでは，点対称移動，線対称移
動とあわせて統一的なユーザインターフェースと
するために，敢えてすべてインジケータを介する
こととする．
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（4）グラフの目盛りの変更
　パラメータとして，黒フィールドで，x 軸と y

軸について，それぞれ最小値と最大値を指定する．
「軸だけ変更」ボタンで，x 軸と y 軸を移動し，
グラフの目盛りを変更する．「点も変更」ボタンで，

「軸だけ変更」の動きに加えて，（1），（2），（3）
で作成したスクリプトを実行し，緑の点，青の点，
赤の点をプロットし直す．図８は，パラメータの
指定（入力）と出力の例であり，図１で示した状
態に「軸だけ変更」を行った結果である．

４．教材としての可能性の検討

（1）関数のグラフ描画
　試作した教材は，3.2 に示したようにユーザが
設定したパラメータの値に対応するグラフを描
く．マウスだけで操作できるため，教員が授業な
どで見せるグラフや，子ども自身が作成するグラ
フの数を飛躍的に増やすことができる．また，パ
ラメータの変化に連動して，次々にグラフを描く
ので，パラメータとグラフの形の関係，グラフ同
士の関係，対称軸や頂点との位置関係を観察する
のに有効である．一方，表計算ソフトなどでも，
グラフを描くことは可能であるが，操作法を先に
修得する必要があり，パラメータの変更に対して
行うべき操作が多く，観察だけに集中することは
難しい．
　また，ここでは，画面上の式の表示を２次関数
にあわせて整えたが，２次の項を隠すなどの作業
は Squeak では容易にできる．更に，x の値に対
応する y の値を求めるただ１つのスクリプトを変
更するだけで，この他の関数のシミュレーション
にも対応できる．このスクリプトは図９に示すよ
うに平易なもので，タイルスクリプティングで作
成されている．スクリプトの引数である数値が x

に対応し，fx の fx（fx という名前のモーフが持

図６　（3）点対称移動のインジケータと出力の例

図８　（4）の入力と出力の例

図７　（3）線対称移動のインジケータと出力の例
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つ変数 fx）が y に対応するものである．小学校
から学習が始まる反比例の式 y＝１/x に相当する
項を加えるには，「fxのfx←fxのfx＋１/数値」と
いうフレーズをタイルで組み立てれば良い．高等
学校で学ぶ指数関数や対数関数を実現するには，
このスクリプトをエディタで表示し，Squeak が
持つ数学関数を用いて変更を加えれば良い．この
ように，小学校から高等学校までの関数の学習で
共通に活用できる教材とすることができること，
拡張そのものが容易であることがわかる．

　以上から，試作した関数のグラフ描画に関して，
教育の現場で有効に活用できると考えるが，次の
注意が必要である．手作業でグラフを作成する場
合は，グラフの点をプロットする前に，パラメー
タを決めた式に従い，x の値に対応する y の値を
求めるという過程を経る．本教材では，これに対
応するスクリプトの動作はディスプレイ上で表示
していない．ただし，Squeak では変数の値を観
察するためのタイルを表示でき，この過程を意識
できるユーザインターフェースへの修正は可能で
ある．しかし，数学的な概念の定着には，一般的
に丁寧な手作業による活動は重要である．x の値
から y の値が決まるという関数の本質的概念を修
得させるにあたっては，手作業でのグラフ作成活
動を省略すべきでないと考える．

（2）グラフの移動
　移動に関するパラメータを少しずつ変化させ
て，それに連動してグラフを変化させることで，
移動を実感的に理解するとともに，平行移動，点
対称移動，線対称移動，回転移動などの概念を明
確にするのに役立つと考える．表計算ソフトで，
移動後のパラメータの値をあらかじめ求めてお

き，グラフを表示する手法も考えられるが，これ
は実際にオブジェクトを移動させるものではな
く，移動前と移動後の点の対応関係が明確になら
ない．これを子ども自身が行う場合は，移動を理
解した後の学習活動にしか適用できず，移動の概
念の理解には試作したようなシミュレーション環
境の方が有効と考えられる．
　また，移動後のグラフを更に移動できるので，
２次関数 y ＝ ax２から，平行移動を介して到達す
る一般的な２次関数 y＝ax２＋bx＋c の理解，教員
による解説に活用できる．これは高等学校の数学
I で学習する内容である．一般的に，移動など動
的な現象が，理解における本質的な役割を果たす
概念では，板書や印刷物などの静的な教材に比べ
て，シミュレーション教材による効果が高いと予
想する．
　関数のグラフの一般的な対称移動は，算数科・
数学科の指導要領で直接的に示される学習の範囲
を超える．しかし，「図形」の領域では，中学校
１年で点対称移動，線対称移動，回転移動を扱う．
図形の移動により，その図形を表す式のパラメー
タがどのように変化するかを観察することなど
は，項目を超えた総合的理解につながる．理数に
興味・関心の高い子どもの自学習に適するテーマ
であり，そのための教材の１つになると考える．

（3）マウス操作によるグラフ移動
　グラフ領域内のオブジェクトをマウスで動かす
という操作は，グラフの移動を実感するのに適し
ている．特に，グラフ上の点が連続的に移動する
平行移動や回転移動は，図 10 の例のようにグラ
フそのものを掴み，動かすように操作ができる．
ここで，図 10 は y＝－５＋0.1x２のグラフを x 軸
方向に 10 だけ，y 軸方向に 15 だけ平行移動した
ものである．また，その移動に関するパラメータ
の値が表示されるので，実感を伴いつつ，数学的
に正しい理解を促すことができる．静的な出力を
主たる目的とするワープロソフト，表計算ソフト，
作図ソフトでも，図形を移動したり回転したりす
ることはできるが，移動に関するパラメータの値

図９　 関数の式にもとづき x の値から y の値を決
めるスクリプト

Squeak による「関数とグラフ」の学習におけるシミュレーション環境の開発48



やグラフの式との関連を示すには，充分ではない．

　更に，Squeak は特定の命令セットを実行する
Virtual Machine に対応できる OS であれば，どのよう
なプラットフォームでも動作する．よって，教材は，
iPad などタッチデバイスによる機器でも３．で示し
たと同様に，開発と実行ができる．タッチデバイ
スを用いる場合，マウス操作を指での操作に置き
換えることで，より直感的・直接的なグラフ移動
の学習ができると考える．教育の現場におけるタッ
チデバイスによる機器の導入が進みつつあり，各
教科での活用と教育効果の検討は急務と考える．

（4）グラフの目盛りの変更
　グラフを用いた学習は，算数科・数学科だけに
限らず，他教科でも行われる．試作した環境は，
任意の単位（目盛り）に対応でき，関数の式のパ
ラメータもユーザが決定できるので，他教科の教
材として活用することも可能である．“子ども向
け”プログラミング環境では，教科教員のプログ
ラミング言語に関する知識に大きく依存すること
がないため，教科間の教材共有の可能性は高いと
予想される．
　また，（1）グラフの描画や（2），（3）のグラフ
の移動に対して，先に目盛りを確定して実行する
だけでなく，それらの結果を残したまま，グラフ
の目盛りだけを変更することができる．これによ

り，座標変換と移動変換の関係を観察することが
可能である．これは，数学における重要な概念で
あり，自学習のための教材の１つになると考える．

（5）子ども自身による発展的学習
　Squeak は，コンピュータそのものの環境に依
存せず，そこで作成されたシミュレーション環境
はプロジェクトファイルとして教員間や教員と子
どもの間で共有できる．試作した「関数のグラフ・
グラフの移動」も，そのただ一つのプロジェクト
ファイルを複製して，子ども自身の有するコン
ピュータで動かすことができる．
　Squeak は，本来，子どもが自由な発想で利用
することを重視する環境である．特に，本研究で
試作した環境は，最も基本的な機能であるモーフ
の移動を主として構成しており，教科の学習活動
にこの発想を活かすことができるものと考える．
例えば，図 11 で示したスクリプトは，（2）グラ
フの移動において青の点の１つ（pB000）に定義
した平行移動に関するスクリプトである．この１
行目は，現在（移動前）の x 座標に移動分（青フィー
ルド trans に定義した変数 shiftXdot の値）を加え
た値を点の x 座標に代入するもので，移動の意味
をここで改めて読み取ることができる．２行目は
y 座標に関するフレーズ，３行目は平行移動後の
処理のためのフレーズである．このように，スク
リプトの多くは，子どもが一人で読み，それによ
り関数のグラフ，グラフの移動について理解を深
めるのに有効であると考える．
　また，教材を基にプログラミングを学習できる
こと，Squeak によるプログラミングを体験して
いる場合は自由な発想による拡張で，異なる何か
に気づく可能性にも注目すべきと考える．

図 10　（3）の平行移動のインジケータと出力の例

図 11　グラフの点を表すモーフに定義した平行
移動を行うスクリプト
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５．まとめ

　“子ども向け”プログラミング環境の用途は，
プログラミング学習に限られるものではなく，オ
ブジェクトに見立てる対象によってさまざまな教
科教育の動的な教材，すなわち，シミュレーショ
ン教材として活用できる．その教育効果を検討す
ることは重要であり，学習項目ごとにこれを行う
必要がある．本研究では，算数科・数学科の新指
導要領（平成 24 年度より実施）において，以前
より重視されることになった「関数の概念の習得」
について検討を行った．Squeak によるシミュレー
ション教材を試作し，それを具体的に検討した結
果，シミュレーション教材が，指導要領の範囲，
及び，その発展的学習の範囲で，「実感的な理解」，

「発達や学年の段階に応じた反復（スパイラル）
による理解の広がりや深まり」，「他教科等の学習，
より進んだ算数・数学の学習への活用」に有効で
あることを示した．また，教科間，教員間での教
材共有，それぞれの内容に適合させる調整や拡張
が可能であること，及び，その主なコードはタイ
ルスクリプトだけで構築でき，子ども自身が読み
取り，拡張できることを示した．ただし，学習効
果は，従来の手作業によるグラフ作成の活動など
との組み合わせで期待されるものである．他の教
材との併用の観点から教育プログラムを検討し，
試作した環境をこれに基づき改め，学習効果に関
する実践研究を行うことが課題として残ってい
る．
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