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U-16 北海道プログラミングコンテスト

思考と達成が未来へ！
！

記念誌
2 0 2 0年版

記念誌発行にあたって
日頃から中等教育に取り組んでおられる、大勢の皆
様方のご賛同を頂き、U-16 旭川プログラミングコンテ
スト “ 思考と達成が未来へ !!”（以下 U-16 旭川）をこ
こ旭川で開催し、早くも 2019 年度で第 9 回を終えた。
この間に第 3 回はプレ全道大会、翌第 4 回大会には第
1 回全道大会を開催し輪を広げると共に大会運営を継
続できた事を大変嬉しく思うところです。
U-16 旭川の継続の一端となった大会当初から実施し
た事前プログラミング講習会と出張講習会に、ご尽力
いただいた旭川工業高等専門学校（最先端テクノロジー
同好会 ･ パソコン部）、北海道旭川工業高等学校（情報
処理部）および関係者の皆様方に心から感謝いたしま
す。また、U-16 旭川に参加した学生に引率と御指導い
ただいた、多くの中学校教諭の向上心および熱意に敬
意と共に思いを重く感じております。
U-16 旭川はコンピューターやプログラミングに心
を惹かれる旭川市および近郊の中学生・高校１年生を
対象に、U-16 旭川を開催し、よりプログラミング手
法や情報通信技術に興味を深めてもらい、将来の ICT
（Information and Communication Technology） エ ン
ジニア養成につなげることを目的としています。さら
には地元でのＩＣＴ関連の発展と起業者育成に繋がり、
本コンテストのプログラミングが物事のアルゴリズム
と、作品制作がプレゼンテーションの基礎力を養える
ものと考ます。尚、U-16 プログラミングコンテスト北
海道大会も同様の考えから、道内各地で実施している
実行委員会と協力し開催してきました。
また、これまでに目的を達成すべく実行委員が総力
を結集し大会の準備を進め開催を継続できたことは、
多くのご協力とご後援をいただきました団体・企業等
によるものと考えております。さらに自己研鑽と挑戦
として多数の中学生・高校１年生が参加する大会会場
に足を運んでいただき声援を頂いた方々に感謝いたし
ます。今後も大会目的を理解いただきご支援をお願い
致します。
最後に第 10 回を向かえる 2020 年に記念誌を発行
しましたので、U-16 旭川と北海道大会の関係者からの
寄稿と現在までの記録を一読して頂ければ幸いです。
第 9 回 U -16 旭川プログラミングコンテスト
実行委員長 小川 博（東海大学 教授）

初回大会から 3 回大会まで参加
当時 旭川工業高等専門学校１年生、２年生、３年生
小野 敦夢
10 周年おめでとうございます。私は第 1 回から関わら
せて頂いていたので、つまりあれから 10 年が経過してい
ることに衝撃を感じています。当時は高専 1 年生だった私
も、いまでは東京でゲームプログラマーとして働いていま
す。さて、いまのコンテストの様子を見てみると、クライ
アント、サーバー共に大きく環境が変化していることに驚
きました。当初は、環境の構成の制約が大きく、どちらも
Java で作られていたはずです。Java という言語や、IDE で
ある Eclipse は、競技プログラム作成の用途としてはオー
バースペックで、本質的ではないところで中学生たちが躓
いてしまうことがあり、苦い経験をした記憶があります。
そういった私たちの世代の課題が解決されていて、こうし
て全国規模にコンテストが拡大しているのは、多くの方の
このコンテストを盛り上げたいという強い意志の賜物だと
思います。初期の数年しか関わっていない身の上ですが、
このコンテストが一層盛り上がりを見せていることに喜び
を感じます。これからも中学生や運営の皆さんのご活躍を
お祈りしております。
学生として U-16 プロコンに 8 年間関わり続けて
旭川高専 システム制御情報工学科 5年
木村 至孝
U-16 旭川プログラミングコンテストは今年で第 10 回
を迎えます、そこでおそらく学生の中で最も長く関わって
いるので振り返ります、硬い文章はたくさんいる社会人の
方々が書いてくれるとおもうのでゆるい文章にします。
その前に私とプロコンの関わりについて簡単に説明する
と、神居中学校の 1~3 年の頃にプロコンに参加、その後旭
川高専に入学し 1,2 年の頃は大会の観戦に、3~5 年生の時
に運営となりました。第 1 回は関わっていません、ちょっ
とだけ悔しいです。
さて、第 2 回大会の 2013 年に私は中学 1 年生となりパ
ソコン部に所属していました。部活の活動のひとつに、プ
ロコンに参加するというものがあり、エントリーしました。
これが初出場です。結果は入賞できなかったのですごく悔
しかったです。この時にプロコンに参加していなかったら
おそらくその後もプロコンに関わっていないと思います、
ターニングポイントでした。
次に第 3 回大会です、このときは前回大会と違い、プロ
グラムを数か月に渡って開発していて、上位も狙えるので
はないかと意気込んで参加しました。この時に文集に執筆
している柴田先生がパソコン部の顧問となり、引率してい
ただきました、同時に U-16 プロコン沼に引きずり込みま
した。しかしながらこの時の大会は神居中学校からの参加
は私だけであるだけでなく、大会参加者も非常に少なく 10
人程度だったような気がします。講習会も参加者不足のた
め中止となったほどです。それに対して会場は文化会館小

会場外観（第１回）

対戦表（第１回）

ホールだったので会場と釣り合っていないような感じがし
ました。高専プロコンが大ホールで行われていたため、あ
えて同じ文化会館でやることにしたのかなと思います。こ
のときの私の大会の結果ですが、旭川大会の初戦で U-16
プロコン史上最強格の M くんと対戦することになっていま
した。彼は第 2 回大会の優勝者です。1 本目は運よく勝つ
ことができましたが、2、3 本目でボコボコにされてしまい
初戦敗退となってしまいました。旭川大会が終わり、プレ
全道大会が始まることになりました、旭川の選手で参加で
きるのは上位の人だけのはずですが、運営の誰かに「参加
してみない？」みたいなことを言われたので運よく参加し
ました。結果は順調に勝ち進んでいき、決勝進出となりま
した。しかし何故か壁にすぐめり込み、何もできないで負
けてしまいました、準優勝でした。
さて、最後の出場となる第 4 回大会ですが、大きな違い
がありました。今までは WindowsOS で Java というプログ
ラミング言語を使用していたのですが、LinuxOS を USB に
入れて USB の OS 環境下で C 言語を使ってプログラムを書
くことになった点です。私は馴染めなかったので Java で開
発した前年度のプログラムのバグを少し修正したプログラ
ムで出場しました。この年は大会参加者も増え、部活の後
輩も育成して出場させました。結果は私は旭川 3 位で、全
道大会には出場できませんでした。しかしプログラムを教
えた後輩の一人は旭川大会優勝、全道大会 3 位でした、後
輩が好成績を残したのは嬉しかったのですが、教えた人
間が順位が下となったので悔しかったです。また、この時
に下村先生に工業高校に来ない？みたいなことをメールで
も、会話でも言われた記憶があります、裏切って高専を選
んでしまい申し訳ない気持ちがちょっとだけあります。
その後高専に入学して第 5,6 回大会を観戦したのですが、
現在の旭川の実行委員であり、かつエバンジェリストで
ある下村先生のお子さんが強すぎて暴れていた印象が強く
残っています。
そして運営に加わった第 7~9 回大会ですが、プログラム
を実際に見る側としては、非常にレベルが上がっていると
思います。昔の私のプログラムと対戦したら今の中学生み
んな圧勝しそうです。また会場も第 7 回までは基本サイパ
ルでしたが、第 8 回から駅前のイオンで行われることにな
り、観客が大幅に増加したかと思います。2020 年は記念
すべき第 10 回を迎えます、また全国各地でも U-15/16 プ
ロコンが行われています、全国大会も行われます、私は高
専を卒業しますが専攻科に進学するため旭川に残り、今後
も関わり続けることができ楽しみです。

より便利に、より面白く
旭川高専 システム制御情報工学科 5年
近江 雄哉
私は高専に入る以前はプログラミングという言葉を知っ
ているくらいで触れたことは全く無く、入学直後の部活動

受賞者（第１回）
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体験でパソコン部に行ったときに初めてプログラミングを
体験した。なにもない状態から自分でプログラムを書いて
動かすということが面白く、そこから色々と勉強するよう
になった。この U-16 旭川プログラミングコンテストの存
在を知ったのは、そんなプログラムの勉強を始めたばかり
の年の部活動中で、先輩から運営の手伝いに参加しないか
と誘われ興味本位で参加した。大会の様子を見た時、小中
学生のほうが私よりプログラムを書けていたことに驚いた
のは記憶に新しい。それからは毎年勉強会や運営の補助を
行ってきた。
「好きこそものの上手なれ」とはよく言ったも
ので、部活でプログラムを書いて遊んでいた私は周りの同
級生よりプログラミングがちょっとできるようになり、4
年目からはサーバプログラムの管理も先輩から引き継いだ。
さて、私は 5 年間旭川プロコンに関わってきたのだが、
この大会は小中学生にプログラミングに興味を持っても
らういい機会であると思っている。前述の通り私はプログ
ラミングに初めて触れたのが高専に入ってからなのだが、
もっと早くに知っていたなら今の私はもう少しできること
が増えていたのではないかと思うことがある。小中学生の
うちにこの世界に興味を持ってもらい、これからの社会を
より便利に、より面白くしていく技術者になってもらえれ
ばと思う。

プログラミングで世の中をより良く変える
旭川市立中央中学校 教論
橋本 崇
中学校でパソコン部の顧問をしていると生徒の目標設定
が一番難しい。端から見れば運動ができないパソコンお宅
が集まって遊んでいるようにしか見られないのである。そ
れがどんなに真面目に活動させていても運動部のような目
に見えた大会がないのだから仕方がないことかもしれな
い。U-16 旭川プログラミングコンテストは、パソコン部
にとっての中体連であり目標となる大会となった。必要な
のはパソコンとそれぞれの創意工夫。スパイクもいらなけ
れば練習着もいらない。知識が深められると世界をよりよ
く変えられるかもしれないという夢がもて、それが実現で
きる人材が育つかもしれないという希望が持てる。教育者
の端くれとしてこれほど楽しく遣り甲斐を感じることはな
い。この旭川発の大会が北海道内だけでなく日本各地で開
かれるようになり全国大会の開催も見えてきたこと、そ
れがプログラミングで世の中をよりよく変える力が全国で
育つことに繋がると考えると喜びを感じるとともに、この
大会に初回から選手を多く送り出せたことに誇りを感じま
す。今後も、この大会を目標に頑張る生徒をひとりでも多
く育てたいと思います。

表彰楯、副賞（第１回）
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来賓（第４･ ５回）

U-16 プログラミングコンテストに関わるようになって
比布町立比布中学校 教諭
柴田 雄一
2013 年 4 月、前任校の旭川市立神居中学校にて、パソ
コン部の顧問になったことが、プロコンに関わるようにな
る始まりです。それまでの私は、運動部の顧問ばかり担当
していたので、どのような活動をしていったらよいのか？
わからないまま活動がスタートしたのを覚えています。そ
れから 6 年間、ずっとパソコン部顧問を担当する中で、
毎年、
お世話になったのが U-16 プログラミングコンテストです。
お恥ずかしい話になりますが、パソコン部顧問として過
ごした 6 年間で、私は 1 度もプログラミングについての勉
強をしませんでした。それは、先輩が後輩に教える形をと
ることで、誰が顧問になったとしてもその技術が継承され、
大会参加申し込みも自分たちで常にできるようにしたかっ
たと言えば聞こえはいいのですが、私自身がまだプログラ
ミングに対して興味がもてなかったのです。そんな利害が
一致した形で何とか過ごしてきたのです。
しかし、2019 年 4 月に現任校の比布町立比布中学校に
赴任した際、技術科を担当することになり、プログラミン
グと向き合わなければならなくなりました。40 歳を超えて
から、まったく未経験のものを勉強することになるとは思
いませんでしたが、やるからには生徒にとっても私にとっ
ても面白くてためになることをしたいと考えました。そこ
で、密かに私の目標にしたのが、第 9 回 U-16 プログラミ
ングコンテストに 1 人でも出場者を出すことでした。とは
いえ、私自身が独学でやるには、途方もない時間と労力が
必要であり、きっと間に合わなくなってしまう心配があり
ました。
常日頃、生徒たちには、
「社会に出て大切なことはコミュ
ニケーションだ」と話している以上、私も今こそ実践せね
ばと思い立ちます。教え子で過去に第 3 回プロコンに出
場して好成績をおさめ、今ではすっかり運営に携わってい
る旭川高専システム制御情報工学科の木村至孝くんに相談
し、同校の佐竹利文教授にもご助力を賜り、プロコンで使
われている CHaser を使ったプログラミングの授業を実践
することができました。その上、現任校から 1 名、プロコ
ンに出場させることができ、本当に嬉しい限りです。
プロコンに関わるようになって、多くの方々と出会い、
力をお借りして、私自身、改めて「コミュニケーション」
の大切さを実感しました。勇気を出して話をすることに
よって、協力の輪が広がっていき、自分だけでは決してで
きなかったことが可能になる貴重な経験をさせていただき
ました。この財産を生かし、これからの教育活動に生かす
とともに、今後のプログラミングコンテストに少しでも貢
献できればと思います。
最後に、U-16 プログラミングコンテストに関わるすべて
の方々に感謝し、今後のますますのご活躍をご祈念申し上
げます。本当にありがとうございました。

講演会（第４回）

旭川から始まったひとりひとりに光を当てる取り組み
NICT
西原 翔太
第 1 回大会のとき私は大学 2 年生でした。緑が丘中学校
の後輩を Java クライアントで参加させたことを覚えていま
す。彼は今年、大阪大学大学院の数学系研究室に進学が決ま
りました。プログラミングをきっかけに、アルゴリズムや数
学の世界にのめりこみ 8 年が経過する今でも数学の世界に
身体を預けています。若き日の影響の強さがいかほどかとい
うことがわかりました。最初は小さな大会でしたが、それま
で旭川の中学生がプログラミング技術で日の目を浴びられ
る場所はなく、私が中学のころのパソコン部はパソコン検定
の取得と中学ロボコンへの参加が限度で、プログラミングに
触れる機会はありませんでした。独学でできたのは HTML
が限界だったことを思うと羨ましく思います。
さて、競技部門で使用している CHaser は元々、工業高
校生が参加する高校生向けプログラミングコンテストのプ
ラットフォームです。第 1 回大会の前年 2010 年に埼玉へ
旭川工業高校の生徒と共に OB として大会へ出向いた際、下
村先生が「これは高校生に閉じておくには勿体ない」と意気
込んでいたことが忘れられません。今や旭川に留まらず日本
全国に広がる取り組みとなりました。今年から転職して全国
を見て回っていますがどの取り組みも志を失うことなく、し
かし多様で地域のこどもたちの活躍の場となっていること
を見てきました。これからの展開が楽しみな一方、発祥の地
として旭川は負けてくれるな、と緊張もひとしおです。
最も U-16 プロコンと深い関わりを持った 2014 年から
2018 年の 5 年間について触れさせてください。富良野緑
峰高校電気システム科の工業クラブで指導をしていた時期
です。最初の数年は電気科が故、情報系の大会には出られ
ず諦めることも多く苦戦しましたが 2016 年に U -16 プロ
コンならば出場権に関して障壁がないということで生徒を
出すことになり、同時に中学校への出張講義を生徒と共に
実施しました。さらに 2017 年はふらのみらいらぼという
富良野市内の活動にプログラミングや電子工作を取り入れ
ていただき、小 4 の子が富良野地区から参戦、さらに小 5
の子が予選通過、中 1 の子はなんと旭川予選 1 位通過とビ
ギナーズラックの追い風もあり結果を残すことができまし
た。この取り組みは私が富良野を去った本年度も続いてお
り、ついに Arduino を駆使した作品が現れ IoT 部門で賞を
いただきました。大会に向けてパソコンや部屋、移動手段
に至るまで整えてくださった、暮しステーションの皆様に
は感謝してもしきれません。そんな援護を受けながら、生
徒に講師を任せ教材や授業構成を共に練った経験は、生徒
も私も大きく成長できた素晴らしい経験となりました。
これからも私たちのように試行錯誤しながら地域のこど
もたちを育てる大人や学生が熱意をもって U -16 プロコン
に関われるよう、環境を整えていくことが旧来から関わる
我々の仕事ではないでしょうか。憧れの対象して、旭川の
取り組みが常に注目されることを信じて筆をおきます。

対戦席（第４回）

審判席（第４回）

2019 年に函館大会の開催を目指して
㈱アクロクレイン 代表取締役
須田 誠
私と U-16 プロコンとの出会いは、2017 年になります。
2017 年に初めて大会の存在を知り旭川大会＆全道大会を
見学したことが最初の出会いです。
私は函館出身ですが、30 年前に北海道をでて、東京で
IT エンジニアとして働き、東京で会社を設立しました。こ
こまで長くいると他の北海道出身者も同様かと思います
が、北海道に戻るということを考えることはあまりなかっ
たのです。そんな中でふるさとの函館市が IT 企業立地に力
を入れているということを知り、函館に会社を作るという
ことが、ちょっとだけ考えるようになり、すでに旭川の企
業立地をしている会社からふるさとに会社を作ることのす
ばらしさを教えてもらったことで、具体的な計画が始まり
2017 年に函館市に本社、旭川、札幌にラボを置く会社を
設立しました。
北海道の IT 業界の問題点はなんだろう？と考えることが
あり、エンジニアの東京流出が大きな問題のひとつである
ことがわかりました。特に札幌以外の町では顕著になって
います。地元貢献をコンセプトとする会社として、その問
題点解決することができないのか？Ｕターンや移住エンジ
ニアを増やす、地元 IT 企業の魅力を若者に知ってもらう
･･･。自治体も IT 企業の取り組んできて、なかなか結果に
結びつかないことです。
その問題への新しい取り組みを U-16 プロコンに見つけ
ました。ある程度の割合でが東京に流出してしまうのはな
かなか変えることはできない。それであれば IT エンジニア
希望する若者の母体を増やすことで地元に残る数を増やす
ことができるのではないか？
情報処理を教える学校の少なさ、そして地元の大学生、高
校生で IT やプログラミングを知る機会が少ない。そこに
U-16 プロコンを展開して中学生、小学生のときにプログラ
ミングに関わることで、数年で IT エンジニア希望の若者を
数倍にできる可能性があるのではと感じました。
U-16 プロコンはそれ以外に多くの地元に根付く大会とし
ての利点があります。地方予選があり全道大会、東京での
表彰式がある。ロードマップがあることは地元のみのコン
テスト、東京のみのコンテストが多いなか特別なことです。
大会運営は地元の大人が汗をかいている。大人たちが地元
でどのような仕事をしてるかも知ることが可能です。
競技部門は言語やツールにこだわらずにどのようなロ
ジックを作るのかを競う。これは起業や企画、高いプログ
ラミング能力を競うことに主眼を置いた大会に比べると、
参加ハードルは低いが突き詰めていくときりがない。普段
はゲーム作ったり、ロボットを作ったりして子も、この大
会に参加するときだけはプログラミングの基本に見つめ直
すことができます。
地方貢献や課題解決という難しいことを書きましたが、
初めて旭川大会を見学したときに、参加してる子供達が実
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に楽しそうにやってることが驚きでした。ガッツポーズあ
りうれし涙、悔し涙あり ･･･。プログラミングを通して、
人としての教育にもつながっていることを感じました。
2019 年に函館大会の開催を目指して活動をはじめまし
た。市役所や先生達とひとりひとりに説明をしながら、最
初は理解してくれないところか否定的な意見も多かったの
ですが、具体的に進むことでどんどん理解を含めてくれて
協力をしてもらえるようになりました。10 月 19 日の第１
回函館大会では、旭川大会でみた子供達の光景をまたみる
ことができました。
これから全国に広がっていく U-16 プロコンが楽しみで
す。私も、子供達のため、関わる大人たちのため、そして
自分自身のためにも、微力ながら U -16 プロコンへの協力
を続けいていきたいと思っています。
U-16プログラミングコンテスト札幌大会の特色とこれからに向けて
U-16プログラミングコンテスト札幌大会 実行委員長
八巻 正行（一般社団法人 LOCAL 理事）
はじめに 2018 年 10 月 28 日に、札幌でも第 1 回目と
なる U-16 プログラミングコンテスト
（以降、
U-16 プロコン）
が開催されました。旭川からはじまり年々広がりを見せて
いる U-16 プロコンですが、地域によって様々な特色を持っ
ている点も魅力の一つです。本稿では、U -16 プロコン札
幌大会の特色と今後についてお話ししたいと思います。
U-16 プロコン札幌大会の特色 U-16 プロコン札幌大会は
「ものづくりが好きな子どもたちに光をあてる」をテーマに
して開催しています。これまでパソコンをはじめとした情
報技術が好きな子どもたちは、素晴らしい技術やアイディ
アを持っていても、学校で褒めてもらえる機会がほとんど
ありませんでした。U-16 プロコン札幌大会はそんな子ども
たちに夢や目標となる場を提供し、勉強が得意な子、運動
が得意な子と同じように、ものづくりが得意な子として光
をあて、大いなる自信と向上心を育んでもらいたいとの思
いで開催しています。U-16 プロコンでは熱い対戦が繰り広
げられる競技部門のほうに注目が集まりがちですが、札幌
大会では作品部門についても力を入れています。作品展示
コーナーでは参加者も実際に作品を体験できる環境を準備
しており、子どもたち自身による作品発表の時間や、創作
にあたって苦労や工夫した点を紹介するパネルを設けるな
ど、優劣を競うのではなく表現の場として、多くの反応や
刺激を得られる機会を提供しています。また、札幌および
その周辺地域では CoderDojo や PCN 札幌をはじめとした、
地域コミュニティによる若年層向けプログラミング教室も
盛んに開催されています。札幌大会ではそういった地域コ
ミュニティとの交流も行っており、教育関係者のみならず、
一般の方からプロのエンジニアまで、様々なバックグラウ
ンドをもった大人たちが集まり、子どもたちを応援してい
ます。
U-16 プロコン札幌大会の今後について札幌市の人口は約
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196 万人、東京都を除けば日本で 4 番目に人口の多い都市
です。他地域と比較すると、人口に対する大会参加者数は
まだまだ少なく、特に子どもたちを責任持って指導する立
場にある教育現場の先生方からは、大都市であればこその
運営協力の難しさについて声をいただいています。私自身
は、参加者数はその大会の特徴の一つに過ぎないと思って
いますが、それでも札幌でやる以上、より多くの子どもた
ちに大会を知ってもらい、挑戦の機会を提供したいと思っ
ています。そのためにも、今後も継続して、子どもたちが
より一層安心して参加できる大会づくりを目指していきま
す。札幌大会の歴史はまだまだ浅いですが、2 年目にして
早くも全道大会で上位入賞する猛者が現れたり、先輩から
後輩への縦のつながり、学校の垣根を超えた横のつながり
も徐々に生まれてきています。今後どのような大会に発展
していくのか、私自身も楽しみです。U-16 プロコン札幌大
会に参加してみたい、大会の運営や協賛に協力したいとい
う方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。これ
からも、U-16 プロコン札幌大会をよろしくお願いします。
10 回目の U-16 旭川プログラミングコンテストを祝して
北海道大学 名誉教授
古川 正志
2020 年に青少年向けの旭川プログラミングコンテスト
が 10 回目を迎えるとのこと、おめでとうございます。こ
れまでこのコンテストを支えて来られた実行委員、参加さ
れた中・高校生、および支援をされた公共機関や企業の方々
に改めて敬意を表したいと思います。私ごとですが、2006
年に旭川高専から札幌の大学に移動することになり、あま
りお手伝いをできなかったことをお詫びいたします。
今、世の中は人工知能（AI）の第 3 のブームの真只中で
す。中心的な技術は脳の神経細胞をモデル化したもので、
深層学習と呼ばれる神経細胞層を何層も複雑に組み合わせ
たプログラムを行います。AI の作成に用いるプログラミン
グ言語は、主に Python と呼ばれる言語が使用されています。
この Python は、Java や C 言語と比較しても、初心者にも
理解がしやすく、奥が深く専門家にも十分な機能を提供し
ています。
AI のプログラムを作成するには Python を用いて多くの
機能を接着していきます。多くの機能はモジュールと呼ば
れ、中身はブラックボックスです。ですが、こんな機能の
モジュールが欲しかったなと思うものは、ほとんどが提供
されています。従って、だいたいソース（プログラム）を
推定できますし、また、ソースを展開することもできます。
ここで大事になるのは、やはり論理的な思考を積み重ねた
アルゴリズムになります。そしてこの論理的な思考を楽し
めるプログラミングとして、U16 プログラミングコンテス
トは将来の IT エンジニアを目指す青少年に向けての絶好の
機会を与えています。
ところで論理的な思考を身につけるには、やはり、数学、
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国語、理科、英語、スポーツの戦略など、普段、学校で受
けている授業や生活を大事にすることが重要です。
今後も U-16 旭川プログラミングコンテストが旭川を
メッカとして世界に広がっていくことを期待しています。

コンピュータに関する想い出
北見工業大学 准教授
渡辺 美知子
モークリー氏とエッカート氏らにより開発された ENIAC
は、1946 年に世界初の電子計算機 ( 現コンピュータ ) とし
て誕生しました。この ENIAC は弾道計算や暗号解読などの
軍事目的で開発され、今では想像もできないくらい大きく、
大量の電力を消費して処理能力も低い機械でした。その後
のコンピューは、徐々に小型化して処理能力が飛躍的に向
上し、現在では高機能のコンピュータを安価で購入するこ
とができるようになりました。
このコンピュータの進歩を基にロボットの分野では、産
業ロボット、二足歩行ロボット、蛇型ロボット、医療用ロ
ボットなどの開発が活発に進められています。また、学習
に関する分野では、機械学習、ニューラルネットワーク、
人工知能 (AI) などの研究も進められています。更に、私達
の生活空間にある家電品、自動車などの様々なものにコン
ピュータが関係しています。このように現在では、人々の
生活とコンピュータを切り離せない状況になっています。
10 数年前は、持ち運びに便利なノート型パーソナルコン
ピュータ ( ノート PC) が人気となり、最近では若者を中心に
身近なコンピュータとしてスマートフォンが使われています。
最近の学校においては、コンピュータ関連の授業が多く
取り入れられていると思います。私の事を考えてみると、
高校生から Fortran 言語を用いたプログラミングの授業が
ありましたが、赤点ではないものの苦手な授業でした。し
かし、この苦手だった授業に関係する仕事に就き、自分の
頭で考えて作成したプログラムがエラーなく通った時は
「ヤッター !!!」と喜びと充実感を感じるようになり、現在
では授業や研究室の学生達に教える立場になっています。
最後に、
「ものつくり」とはハードウェアだけではなく、
ソフトウェアも「ものつくり」であることを学生達に言い
続けています。

１０年前の初回開催とＡＩ技術の進歩発展
有限会社 ビーインフォー 代表取締役
北條 孝三
まず初めに、第 10 回 U-16 プログラミングコンテスト開催
に当たり大会参加者や関係者の方々にお喜びを申し上げます。
10 年前の初回開催当時お手伝いをさせて頂きました時、
16 才以下の常設プログラミングコンテストは全国的にも初
めてでその後皆さんのご助力で今大会を起爆剤として全道
そして全国へと広がりつつある事は大変意義のある事と感
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謝いたして居ります。そして、大会で見せて頂いて参加者
の熱意を感じる中で新たな情報産業の今後を占う試金石の
様に見ておりました。
昨今のＡＩ技術の進歩発展により近い将来の働き方や仕
事の改変が叫ばれる中、技術者の育成はきっきんの課題と
して地域発展のポイントとなる事は間違いありません。
今後共、更なる飛翔を願っております。

続けることに意味があった 10 年
旭川工業高等専門学校 教授
佐竹 利文
2011 年、ことの発端は「旭川 ICT 協議会」の会議の場で、
民間企業会員の坂本さんの発言「子供たちのためにプログ
ラミングのコンテストをやりたい。」、北海道大学名誉教授
の古川先生は。「どうせやるのなら、旭川で世界大会を実現
できるように。」と。旭川工業高校の下村先生から「工業高
校のプロコンのシステムを使えうのはどうか？」
、まさか、
その年に第一回大会を開催するとは思わなかった、まさか、
それが１０年続くとは予想もしないことでした。
当初の問題は、参加者をどう確保するか？。ネットを通
じて声をかける、教育委員会を通して、地域の全ての中学
校に案内を出す。地域の小中学校の校長先生の集まりに出
かけて行って説明をする。直接中学校周りをする。これを、
手弁当で。そして、中学校の理解のある橋本先生も巻き込
んで、上川マイコン研究会という小中学校の先生方の組織
に宣伝してもらって。東海大学の小川先生曰く「とりあえ
ず、続けていこう！」という声を励みに。
現在、高専の学生は主体的にこの「U-16 旭川プロコン」
に取り組んでくれています。私は多少口を出すだけです。
地域の子供たちにプログラミングをという取り組みは、そ
れをサポートする学生たちをも育て、産学官の協力体制で
旭川地域の ICT 教育の看板の 1 つになるべく成長していま
す。今後、どのようになっていくか楽しみでなりません。
全国各地で U-16 プログラミングコンテストが語られる
北海道旭川工業高等学校 教諭
下村 幸広
「子供向けの IT 系のイベントをやりたいんだよね」とい
う坂本氏のひとことで U -16 プロコンは動き始めた。思い
返せばその伏線は人事異動で縁もゆかりもない旭川の地に
居を構えた４月から始まっていた。転勤早々、右も左もわ
からない私を旭川 ICT 協議会の歓迎会に招待していただい
た。一介の高校教師にそんな言葉をかけてもらえるなんて
聞いたこともなく「旭川の地はなんてハートフルなんだ。
」
と、この地に受け入れてもらえたことに感激し、
「旭川の
子どもたちのために頑張ろう」と心に誓ったことを鮮明に
覚えている。その場こそが私にとっての U-16 プロコンの
原点だと思う。電気科から情報技術科への転勤であったた
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め、慣れない教科に戸惑いながらもプログラミング教育の
面白さに徐々に気づき、生徒を束ね全国高校プロコンに参
加したのは旭川に来て３回目の春であった。当時も高校生
向けのプログラミングの大会はいくつもあったが、
「対戦」
という要素を盛り込んだ高校プロコン（CHaser) は子供を
熱中させる仕組みだと感心した。人が成長するために競争
は必要不可欠の要素であり、一番成長させると実感してい
る。坂本氏のひとことで実行委員長小川先生はじめ立ち上
げのメンバーが決まり、私もその仲間に加えていただいた。
先行事例もなく大会名称もイベント内容も全く決まってい
ない白紙の状態からスタートした。対象は小中学生向けと
いうことだけは決まっていたよう記憶している。当初は
ロボットのようなもので対戦という意見が多かった。侃々
諤々の議論を経て私の推した「パソコン一つで完結するシ
ステム」ということで決着を迎えた。これについては工業
高校でマイコンカーやロボット相撲などを通して私が感じ
ている「最終的には良い機材を揃えた者の勝ち」
、
「ノイズ
等の要因による誤作動負け」といったお金やアナログ的不
可抗力による差異を極力減らしたいとの思いからであっ
た。純粋なコードとコードの優劣、言い換えれば思考と思
考の戦いという一点に集中したいという気持ちは皆さんに
暖かく受け入れてもらえた。イベント内容が決まれば次は
イベント名称である。当初「旭川小中学生プログラミング
コンテスト」というものが上げられていたように記憶して
いるが旭川高専佐竹先生の「U-16 プロコン」という意見
に皆がハッとして次の瞬間「それはいいね」となったのを
鮮明に覚えている。名称だけ見ると 16 歳未満ということ
になるが、学年単位で「16 歳になった年の学年まで」、高
校一年生を対象としたのも今振り返ると名案だったなと感
じている。また、パソコンで出力したものなら何でも良い
という非常にゆるい作品部門も最初から創設できたのも良
かったと思う。紆余曲折を経て産声を上げた U-16 プロコ
ン、気がつけばもう１０年になろうとしてる。IT ジュニア
育成交流協会様の目に留まり全国へシステムを輸出するこ
とになり、今では検討中も含めると全国さまざま２桁を越
える地域で U-16 プロコンの名前が語られている。関係の
皆様、特に旭川高専、旭川工業高校の学生生徒諸君の活躍
によってなんとか 10 年続けることが出来ました。感謝の
意を表すとともに、全国屈指の歴史を誇る U-16 プロコン
が今後ますます発展することを祈念いたしまして、記念誌
発行にむけての言葉といたします。

プログラムとは無縁だった子供たち
旭川工業高等専門学校 准教授
以後 直樹
私が U-16 旭川プロコンに携わるようになったきっかけ
は、本校の佐竹先生からのお誘いによるものであった。最
初は何をやっているかよく分からない状態からの参加と
なった。初めに参加したのは、夏に旭川市科学館で開催さ
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入賞者、参加者（第６回）

れた事前講習会からであった。事前講習会の内容等を聞く
うちに、何をやっているのかが分かるようになった。
そのようなに参加するようになってから、数年が経過し、
大会自体もどんどんと大きくなっていく過程に参加できた
ことは良かったと思う。また、講習会や大会を通して、運
営に携わる本校の学生や工業高校の生徒たちのポテンシャ
ルの高さを改めて実感することができた。
小学校からのプログラミング教育も始まることで、プログ
ラムに対する理解が広まることと思う。今までプログラム
とは無縁だった子供たちが参加するようになることで、今
後とも大会が末永く続いて行くことを願う。

子供たちに未来を切り拓く手段を与える
北海道旭川工業高等学校 教諭
小檜山 淳
U-16プログラミングコンテストを続ける意義は、地域の子供
たちの将来の選択肢を増やすという点だと考えています。
情報通信技術が大きく発展してきたこの数十年で人々の
働き方やライフスタイルは大きく変化し、新しい産業が生
み出されてきました。また、今後の 5G 無線通信技術の普
及に伴う伝送速度の上昇は遠隔による打ち合わせや共同作
業を円滑にし、物理的な場所に縛られずに仕事をすること
を可能とします。
かつてインターネットが広がり始めた頃、ネットワーク
を利用することで様々な企業の地方進出が始まるという話
がありましたが実際にはあまり広がりませんでした。これ
は、インターネットという新しいものに対して、どう付き
合うか、危険なことは何か、といったことがわからなかっ
たことが原因ではないでしょうか。
情報化社会の発展に伴い、人々の中に経験値が蓄積され
るとともにセキュリティ技術の発展と理解の広がりによ
り、少しずつ遠隔業務が認められるようになってきました。
また、 都心部への一極集中によるオフィス賃料の上昇、労
働人口の急速な減少による人材確保の難化、転勤に伴う労
働者やその家族へのさまざまな負担などから遠隔業務が広
まることが予想されます。
様々な産業の中でも、情報通信業は遠隔でもできる仕事
が多いため、情報技術者は自分で自分の働き方を選択でき
る可能性が高いのではないでしょうか。
その他にも、近年ではスマートフォンの普及など情報通
信機器がより身近になる一方で、大学のレポートをスマー
トフォンで作成し画像データとして送信してくる大学生が
いるとの話を聞き、PC へ触れる時間が短くなっているので
はという危機感を持っています。
遠い将来のことはわからないですが、今後もしばらくは
PC が仕事で取り扱う情報機器の中心である状況が続くと思
われ、スマートフォンがあれば何でもできるせいで PC を
使ってこなかった世代が職に就いたとき、日本の生産性に
悪影響を及ぼすことを危惧しています。

事前講習会（第７回）

本取り組みは PC に触れるきっかけを与えることにも寄
与していると考えています。
U-16 プログラミングコンテストの取り組みは、子供たち
に情報技術に興味をもってもらい、触れてもらう機会を提
供しています。参加した子供たちの中には情報技術をより
学ぼうと考えている子もいます。情報技術によって子供た
ちに未来を切り拓く手段を与えるきっかけを与えられるこ
とがこのコンテストを続けていく意義だと考えています。
U -16 プロコンの可能性
北海道旭川工業高等学校 教諭
磯島 巧
手探りの状況からスタートした U-16 プログラミングコ
ンテストも、早いもので 2020 年に１０回目を迎えます。
当初、旭川市科学館にて、市内の中学生数名で小規模なス
タートを切ったことを鮮明に覚えています。プログラミン
グに慣れず開始早々終了した者、回線の不備による中断等、
思うに任せなかった運営も、2019 大会ではほとんど不備
は見られず、スムーズな進行ができるようになりました。
影には、企画運営に携わっていただいた企業の方々はもと
より工業高等専門学校、工業高校の学生、生徒の皆さんの
精力的な活動が支えてきたことを記しておきます。
私自身、数名のスタッフとともに主に記録を担当してき
ましたが、第３回までは手書きによる模造紙の成績表だっ
たため手元にデータが残っておらず、デジタルデータ化さ
れた第 4 回以降の記録を元に振り返ってみます。
第 4 回 参加数 14 名 全道大会 釧路地区参戦
第 5 回 参加数 32 名 全道大会 帯広地区参戦
第 6 回 参加数 56 名
第 7 回 参加数 60 名 小学生が初エントリー
第 8 回 参加数 59 名 全道大会 札幌地区参戦
第 9 回 参加数 54 名 全道大会 函館地区参戦
市内中学生の参加は 50 ～ 60 名程度に落ち着いていますが、
全道大会として釧路、帯広、札幌、函館と徐々に範囲が拡
大しており、更なる全国大会への期待も膨らんでいます。
また、僅かではありますが、小学生の参加も見られるよう
になりました。
2020 年度文科省では小学校プログラミング教育の全面
実施へ向けて動き始めています。そのねらいについては「思
考力、判断力、表現力等」
「プログラミング的思考」と題し、
「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような
動きの組み合わせが必要であり、一つ一つの動きに対応し
た記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組
み合わせをどのように改善していけば、より意図した活動
に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力」と
しています。
「考えられる取り組み」として「プログラミン
グの楽しさや面白さ、達成感などを味わえる題材などでプ
ログラミングを体験する取り組み」と具体的な例も示され
ています。10 年目を迎える U-16 プロコンも、未だに必勝

来賓（第７回）

法はなく、プログラムの可能性は無限大で、更なる伸び代
を期待できます。文科省の指針に少しでも貢献できれば幸
いです。

この子どもたちを応援したい！
株式会社ジェイテックジャパン
坂本 和士
「コンピュータが好きな子どもたちが活躍できる場を作
りたい」という思いで走り続けて 10 年。U-16 プログラミ
ングコンテストは 2020 年で 10 回目を迎えます。
ここまで来られたのは、何と言ってもこの大会を楽しみ
にしてくれている子どもたちのおかげです。毎年開催にあ
たり大変なことがありますが、講習会や大会当日の子ども
たちを見ていると、そういう苦労が吹き飛びます。そして
「来年も開催するぞ！」という気持ちが湧いてきます。今ま
でこの大会に参加してくださった子どもたちの皆さん、本
当にありがとうございました。そして、これから参加して
くれる子どもたちの皆さん、どうぞよろしくお願いします。
また、多くの方の応援やご協力も続けるための大きな力
になりました。本当にありがとうございます。最近のコン
ピュータ教育や地域貢献など、この大会に関心を持ってく
ださるきっかけは色々あると思います。でも共通している
のは、大会当日に会場に来られ、キラキラと輝いている子
どもたちを見ることにより、皆さん「この子どもたちを応
援したい！」という思いを持たれるということです。どん
な企画書も子どもたちにはかないません。それで、この文
集を読んで関心を持たれたなら、ぜひ大会会場に足を運ん
でみて下さい。きっと一瞬で心を掴まれると思います。そ
して一緒に子どもたちが活躍できる場を作りましょう。ど
うぞよろしくお願いします。
このコンテストを立ち上げた時に、いずれ全国大会、そ
して世界大会を開催できたらいいねと実行委員会の皆さん
で話していましたが、10 回目にして沢山の方のご協力によ
り全国大会を開催することになりました。それで次の 10
年は、日本以外の国の子どもたちが参加する大会になるよ
う、引き続き尽力していきたいと思います。
ということで、これからも U-16 プログラミングコンテ
ストを、どうぞよろしくお願いいたします。

入賞者、参加者、実行委員（第７回）

会場入口（第 8 回）
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◆ U -16 旭川プログラミングコンテスト実行委員会規約
（目 的）
第１条 本会は、「U -16 旭川プログラミングコンテスト」を年一回開
催し、旭川のパソコンやプログラミングが好きな 16 歳以下の学生達
に、IT に対する興味を深めてもらい、将来の IT エンジニア養成につ
なげることを目的とする。
（名 称）
第２条 この会は、「U -16 旭川プログラミングコンテスト実行委員会」
（以下、「本会」という）と称する。
（事 業）
第３条 本会は、第１条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)「U -16 旭川プログラミングコンテスト」の開催及びその実施に関
する事項。
(2) その他、目的達成に必要な事項。
（構 成）
第４条 本会は、目的に賛同する企業、団体、学校、個人等をもって構
成する。
（委員長）
第５条 本会に、委員長を置き、委員の互選により選出する。
(1) 委員長は、会議の議長となり、会務を総括する。
(2) 委員長に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名する委員が
その職務を代理する。
（招 集）
第６条 委員会は、委員長が招集する。
（会 議）
第７条 委員会は、委員の過半数の出席により開催する。
（事務局）
第８条 本会の事務を処理するために、事務局を株式会社エキスパンド
に置く。
（会 計）
第９条 本会の会計は、協賛金、その他の収入をもってこれに充てる。
(1) 本会の会計は、実行委員会設立日にはじまり、事業終了日に終わる。
（雑 則）
第１０条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は実行委員長が別
に定める。
附則 この会則は、平成 26 年 5 月 1 日から施行する。

◆ 沿革（抜粋）
2011.04.27
U -16 旭川プログラミングコンテスト実行委員会設立準備委員会
2011.05.20
U -16 旭川プログラミングコンテスト実行委員会設立
2011.05.25
初回 U -16 旭川プログラミングコンテスト実行委員会開催
2011.07.30･31,08.06･07
事前講習会

プログラミング

会場：旭川市科学館「サイパル」パソコン室
2011.09.10
第１回 U -16 旭川プログラミングコンテスト開催
会場：旭川市科学館「サイパル」特別展示室
2012.07.28･29,08.04･05
事前講習会

プログラミング

会場：旭川市科学館「サイパル」パソコン室
2012.10.13
第２回 U -16 旭川プログラミングコンテスト開催
会場：旭川市科学館「サイパル」特別展示室
2013.00.00 （参加希望者なし）
事前講習会

プログラミング

会場：旭川市科学館「サイパル」パソコン室
2013.10.13
第 3 回 U -16 旭川プログラミングコンテスト開催
会場：旭川市民文化会館

小ホール

2014.08.02･03
事前講習会

プログラミング

会場：旭川市科学館「サイパル」パソコン室

参加対象
旭川市及び近郊の中学校 ･ 高等学校に在籍している 16 歳以下（高校
1 年生以下）の学生

2014.11.15
第４回 U -16 旭川プログラミングコンテスト開催
会場：旭川市科学館「サイパル」特別展示室
（JST 科学技術コミュニケーション推進事業）

コンテスト方法

2015.07.18･19

競技部門
主催者が用意した対戦型ゲームプラットフォーム上で動作するゲーム
プログラムを作成し、総当たり戦もしくはトーナメント方式で競技会
を開催する。

事前講習会

プログラミング

会場：旭川市科学館「サイパル」パソコン室
2015.11.14
第５回 U -16 旭川プログラミングコンテスト開催

作品部門
コンピュータグラフィック（静止画、動画、アニメーション）、Web ペー
ジ、自作のプログラムなど、自由に作成したデジタル作品を審査員が
評価する。

会場：旭川市科学館「サイパル」特別展示室
2016.07.16･17
事前講習会

プログラミング

会場：旭川市科学館「サイパル」パソコン室

教材部門（公開競技）
今年から新設の部門。中学校の技術の時間に作成するロボットカー（ラ
イントレース）を使い、公開競技を行う。

2016.11.06
第６回 U -16 旭川プログラミングコンテスト開催
会場：旭川市科学館「サイパル」特別展示室
2017.07.28･31

音響（第８回）
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出品体験（第８回）

会場内（第８回）

事前講習会

NHK 旭川放送局長賞

プログラミング

酒井 淳一（北星中学校２年）

会場：旭川市科学館「サイパル」パソコン室
2017.11.05
第７回 U -16 旭川プログラミングコンテスト開催

第２回 U -16 旭川プログラミングコンテスト

会場：旭川市科学館「サイパル」特別展示室

競技部門

2018.07.30･31

優

勝

村椿 太一（北門中学校 2 年）

事前講習会

準優勝

新田 純己（北門中学校 2 年）

三

吉田 啓貴（常盤中学校 3 年）

プログラミング

会場：旭川工業高等専門学校情報処理センター

位

2018.11.03

特別賞

第８回 U -16 旭川プログラミングコンテスト開催

旭川市教育長賞

会場：イオンモール旭川駅前 4F イオンホール

NHK 旭川放送局長賞

添田 秦都（北門中学校 2 年）

審判長特別賞

2019.07.29･30
事前講習会

山田 光（常盤中学校 3 年）
上樂 竜生（神居中学校 1 年）

プログラミング

会場：旭川工業高等専門学校情報処理センター

作品部門

2019.08.12

金

賞

寺町 知華（緑が丘中学校 3 年）

銀

賞

永満 千佳・森谷

会場：イオンモール旭川駅前 1F フードコート前、4F イオンホール

銅

賞

滝口 端貴（北星中学校 2 年）

2019.10.05

特別賞

事前講習会

事前講演会

お絵かきイベント

すでに狙われている！いついから考える？セキュリティ対策

会場：フィール 7F 会議室

NHK 旭川放送局長賞

優香（北星中学校 2 年）

下内 遥生（神居中学校 3 年）

審査委員長特別賞

2019.11.03

プログラミング学習

酒井 涼一（北星中学校 3 年）

第９回 U -16 旭川プログラミングコンテスト開催

ミュージック学習		

永満 千佳・森谷 優香・滝口 端貴・

会場：イオンモール旭川駅前 4F イオンホール

坂上 直子（北星中学校 2 年）

◆ 過去の U-16 旭川プログラミングコンテスト受賞者
第１回 U -16 旭川プログラミングコンテスト

第 3 回 U -16 旭川プログラミングコンテスト

競技部門

競技部門

優

勝

岩崎 由奈（聖園中学校１年）

優

勝

村椿 太一（旭川市立北門中学校 3 年）

準優勝

加藤 寛太（神居中学校２年）

準優勝

橋本 瑞希（旭川市立中和中学校 3 年）

三

位

西野 貴之（聖園中学校１年）

第三位

島田 風緯（美瑛町立美瑛中学校 3 年）

四

位

小林 周平（北星中学校２年）

特別賞

五

位

下内 遥生（神居中学校２年）

旭川市教育長賞

六

位

丸箸 聡（神居中学校１年）

NHK 旭川放送局長 添田 泰都（旭川市立北門中学校 3 年）

七

位

高橋 篤史（聖園中学校３年）

審判長特別賞

八

位

岡田 悠煕（緑が丘中学校３年）

特別賞

村椿 太一（旭川市立北門中学校 3 年）
合田 綾人（旭川市立第二中学校 1 年）

作品部門

旭川市教育長賞

下内 遥生（神居中学校２年）

金

賞

永満 千佳（旭川市立北星中学校）

NHK 旭川放送局長賞

岡田 悠煕（緑が丘中学校３年）

銀

賞

坂上 直子：VOCALOID 調整 , mix

日本マイクロソフト社賞

西野 貴之（聖園中学校１年）

坂上 直子 , 森谷 優香：動画制作
滝口 瑞貴 , 永満 千佳 , 森谷 優香：イラスト

作品部門

永満 千佳 , 森谷 優香：オケ制作

金

賞

金子 瑠南（北門中学校３年）

銀

賞

小林 周平（北星中学校２年）

銅

銅

賞

北星中学校パソコン部（北星中学校）

特別賞

特別賞

事前講習会（第９回）

（旭川市立北星中学校）
賞

中堀 寿静華（旭川市立北星中学校）

審査委員長特別賞

Web によるイベント広報（第９回）

村椿 太一（旭川市立北門中学校）

お絵かきイベント（第９回）
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プレ U -16 北海道大会 ( 競技部門 )
優

二

位

下村 恵子（北海道教育大学附属旭川中学校 2 年）

勝

新田 純己（旭川市立北門中学校 3 年）

三

位

西田 樹（北海道旭川工業高等学校 1 年）

準優勝

木村 至孝（旭川市立神居中学校 2 年）

審判長賞

第三位

合田 綾人（旭川市立第二中学校 1 年）

西館 佑理（旭川市立中央中学校 3 年）

特別賞
NHK 旭川放送局長賞 篠田 裕人（教育大学付属 釧路中学校 1 年）

第 6 回 U -16 旭川プログラミングコンテスト
競技部門
優

第４回 U -16 旭川プログラミングコンテスト
競技部門
優

勝

鬼塚 晃任（旭川市立神居中学校２年）
中尾 空 （北海道旭川工業高等学校１年）

第三位

木村 至孝（旭川市立神居中学校３年）

特別賞
伊藤 凪沙（北海道旭川工業高等学校１年）

作品部門
特別賞
審査委員長特別賞

平林 健（北海道教育大学附属旭川中学校３年）

U -16 北海道大会（第１回）
競技部門
優

勝

篠田 裕人（北海道教育大学附属釧路中学校２年）

準優勝

松田 智貴（釧路工業高等専門学校１年）

第三位

鬼塚 晃任（旭川市立神居中学校２年）

審判委員長特別賞

岩上 舞依（旭川市立中央中学校 1 年）

第三位

後藤 耀一（旭川市立神居中学校 3 年）

中尾 空（北海道旭川工業高等学校１年）

旭川市教育長賞

下村 恵子（北海道教育大学附属旭川中学校 3 年）

審判長特別賞

鬼塚 佳任（旭川市立神居中学校 2 年）

作品部門
金

賞

平沼 礼羅（旭川市立中央中学校 3 年）

銀

賞

大谷 愛未（旭川市立中央中学校 3 年）

U -16 北海道大会（第３回）
優

第 5 回 U -16 旭川プログラミングコンテスト
競技部門
勝

下村 恵子（北海道教育大学附属旭川中学校 2 年）

準優勝

西田 樹（北海道旭川工業高等学校 1 年）

第三位

一條 圭太（旭川市立北門中学校）

特別賞
旭川市教育長賞

西舘 佑理（旭川市立中央中学校 3 年）

作品部門
審査委員長特別賞

大塚 悠翔（めいほう幼稚園）

審査委員長特別賞

下村 恵子（北海道教育大学附属旭川中学校 2 年）

U -16 北海道大会（第２回、2015.12.19、とかちプラザ 1F アトリウム）
競技部門
勝

加藤 楓志（釧路市立鳥取中学校 3 年）

事前講演会（第９回）
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下村 恵子（北海道教育大学附属旭川中学校 3 年）
岩上 舞依（旭川市立中央中学校 1 年）

第三位

後藤 耀一（旭川市立神居中学校 3 年）

第四位

鬼塚 佳任（旭川市立神居中学校 2 年）

第 7 回 U -16 旭川プログラミングコンテスト
競技部門
勝

成瀬 有翔（旭川市立愛宕中学校 3 年）

準優勝

瀬戸 武蔵（旭川市立愛宕中学校 3 年）

第三位

藤川 峻 （富良野市立西中学校 1 年）

特別賞
旭川市教育長賞

成瀬 有翔（旭川市立愛宕中学校 3 年）

審判長特別賞

渡部 紘己（旭川市立神居中学校 3 年）

作品部門
金

賞

北川 優奈（旭川市立中央中学校 2 年）

銀

賞

神野 寛太（北海道旭川工業高等学校 1 年）

特別賞

特別賞

優

勝

準優勝

優

優

下村 恵子（北海道教育大学附属旭川中学校 3 年）

特別賞

準優勝

旭川市教育長賞

勝

準優勝

会場内（第９回）

審査委員長特別賞

阿部 颯太（旭川市立中央中学校 2 年）

U -16 北海道大会（第４回）
競技部門
優

勝

成瀬 有翔（旭川市立愛宕中学校 3 年）

準優勝

柳沢 佳吾（北海道帯広工業高等学校 1 年）

第三位

瀬戸 武蔵（旭川市立愛宕中学校 3 年）

対戦表（第９回）

第 8 回 U -16 旭川プログラミングコンテスト

◆ 協力・後援・協賛団体の記録（順不同）

競技部門
優 勝
福田 華蓮（神居東中２年）

協

準優勝

尾形 優伍（旭川中央中１年）

川工業高等専門学校最先端テクノロジー同好会 ･ パソコン部、北海道

第三位

高橋 昊瑶（旭川中央中１年）

旭川工業高等学校情報処理部、上川教育マイコン研究会

力

旭川市科学館、全国情報技術教育研究会、埼玉県工業教育研究会、旭

特別賞
旭川市教育長賞

福田 華蓮（神居東中２年）

後援・協賛

審判長特別賞

澤田 侑希（旭川中央中３年）

旭川市教育委員会、北海道教育庁上川教育局、経済産業省北海道経済
産業局、総務省北海道総合通信局、NHK 旭川放送局、旭川ケーブルテ

作品部門
金賞
北川 優奈（旭川中央中３年）
銀賞

レビ㈱、㈱ NTT 東日本北海道旭川支店、北海道電力株式会社旭川支
店、日本電気㈱北海道支社旭川支店、日本マイクロソフト㈱、NPO 法

阿部 颯太（旭川中央中３年）

人 IT ジュニア育成交流協会、一般社団法人 旭川産業創造プラザ、北

特別賞
審査委員長特別賞

尾村

奏磨（旭川中央中３年）

海道大学大学院情報科学研究科、北海道情報大学経営情報学部システ
ム情報学科、日本経済新聞社旭川支局、北海道新聞旭川支社、旭川信
用金庫、旭川 ICT 協議会、旭川情報産業事業協同組合、㈱コンピュー

U -16 北海道大会（第５回）

ター・ビジネス、サイバートラスト㈱、㈲ビーインフォー、㈱冨貴堂

競技部門
優勝
福田 華蓮（神居東中２年）

ユーザック、㈱ソリューションセンター、ＣＦＤ販売㈱、㈱アスタリ

準優勝

尾形 優伍（旭川中央中１年）

スク、エイエステック㈱、HJK ㈱、北日本ネットワーク㈱、㈲コアプ

第三位

高橋 昊瑶（旭川中央中１年）

ランニング、ジャパンソフトウェア㈱、㈱スゴー事務機、㈲セクナッ
トインタラクティブ、㈱ユーキャス、㈱ラッツ 994、㈱エキスパンド、
㈱インフィニットループ、クラスメソッド㈱、㈲きしだ、㈱エイペッ

第９回 U -16 旭川プログラミングコンテスト

クスエーディー、㈱ asatan、㈱ラック、M-SOLUTIONS ㈱、㈱アクロ

競技部⾨
優 勝
妻沼 朔寿（旭川市⽴愛宕中学校 3 年）
準優勝

松浦 涼太（北海道旭川⼯業⾼等学校 1 年）

第三位

真⿃ 純那（北海道旭川⼯業⾼等学校 1 年）

特別賞
旭川市教育長賞

クレイン、JST 科学技術コミュニケーション推進事業、WAKWAK、道
北ｅスポーツ協会、クラスメソッド㈱、イオンモール旭川駅前、旭川
ジュニアゴルフ選手権実行委員会、未来の学びコンソーシアム、㈱エ
ヌ ･ ティ ･ ティ エムイー

妻沼 朔寿（旭川市⽴愛宕中学校 3 年）

審判⻑特別賞	⽯⿊ 幹太（富良野市⽴⼭部⼩学校 6 年）
作品部⾨
⾦ 賞	⾦箱 ⼀花（旭川市⽴北星中学校 3 年）
銀

賞

第三位

村形 埜⻘（旭川市⽴中央中学校 1 年）
岩上 舞依（北海道旭川商業⾼等学校 1 年）

特別賞
審査委員⻑特別賞 ⾼橋 綾（幼稚園）
審査委員⻑特別賞 勝⼜ 愛莉（幼稚園）
審査委員⻑特別賞 横尾 悠⽣（幼稚園）
IoT 部⾨
⾦ 賞	⽯⿊ 幹太（富良野市⽴⼭部⼩学校 6 年）
U -16 北海道大会（第６回）
優

勝

妻沼 朔寿（旭川市⽴愛宕中学校 3 年）

準優勝

藤⽥ 響（札幌市⽴東⽉寒中学校 2 年）

第三位

松浦 涼太（北海道旭川⼯業⾼等学校 1 年）

IoT 部門、作品部門（第９回）

来賓、音響、MC（第９回）

入賞者（第９回）
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A-02

情報技術者導入教育の試み
ーＵ16 旭川プログラミングコンテストー

旭川高専 ○梅野 達哉，佐竹 利文，旭川工業高校 下村 幸広，KS システム 坂本 和士，東海大学 小川 博
我々は，これまで，１６歳以下の主に中学生，高校１年生を対象に，情報通信技術に興味を深めてもらい、将来の ICT
エンジニア養成につなげることを目的として，2011 年より「U -16 旭川プログラミングコンテスト」を実施してきた．本
報告では，６回にわたるコンテストの概要と，コンテストに使用するソフトウエア，及び，情報技術の導入教育の１つと
しての効果について述べる．
経営情報学部 システム情報学科、旭川情報産業事業協同組

1. はじめに
近年，情報教育を小学校からの導入など，教育への ICT

合，旭川市内及び国内の ICT 企業が協賛，後援している．

の活用に加えて，プログラミングといった情報処理教育の

表 1 に，沿革を示す．第 3 回大会を除いて，旭川市科学館

低年齢化が進めらている．

「サイパル」の特別展示場を開催場所として利用している

一方，プログラミングへの関心や，能力の向上を目指し

が，第 3 回については，全国高専プログラミングコンテス

て，様々なプログラミングコンテストが開催されてきてい

トが旭川で開催されることに伴って，同会場で開催した．

る．主な大会には，1999年を第 1 回とし，毎年開催されて

また，第 7 回は開催予定となっている．コンテストに当た

いる「高専プログラミングコンテスト」，2017 年からは小
学生部門も始まった「U- 22プログラミングコンテスト」が

っては，夏休みに，旭川市科学館において，プログラミン

ある．

望により，個別に「出前授業」も実施してきた．
「事前講習

「U16 旭川プログラミングコンテスト（以下，旭川プロ

グを教える「事前講習会」を 2 回催し，また，中学校の要
会」，「出前授業」，「大会運営」とも，旭川工業高校と旭川

コン）
」は，2011 年，旭川市内の IT 企業，旭川工業高校， 高専の学生が主体となり実施している．
旭川プロコンでは，「競技部門」と「作品部門」があり，

東海大学，旭川高専が中心となって第一回を開催したこと
に始まる．当時は，中学生以下を対象にしたプログラミン

「作品部門」ではディジタル機器，各種ソフトウエアを用

グコンテストは，日本に未だなく，旭川プロコンが全国初

いた自由な作品が提出されている．

の中学生以下を対象としたプロコンとなった．
本報告では，６回にわたるコンテストの概要と，コンテ
ストに使用するソフトウエア，及び，情報技術の導入教育
の１つとしての効果について述べる．
表 1 U16 旭川プログラミングコンテストの沿革
2011.04.27

U-16 旭川プログラミングコンテスト実行委員会設立準備委員会

2011.05.20

U-16 旭川プログラミングコンテスト実行委員会設立

2011.05.25

初回U-16 旭川プログラミングコンテスト実行委員会開催

2011.09.10

第1回U-16 旭川プログラミングコンテスト，旭川市科学館「サイパル」

2012.10.13

第2回U-16 旭川プログラミングコンテスト，旭川市科学館「サイパル」

2013.10.13

第3回U-16 旭川プログラミングコンテスト，旭川市民文化会館小ホール

2014.11.15

第4回U-16 旭川プログラミングコンテスト，旭川市科学館「サイパル」

3. 競技部門

2015.11.14

第5回U-16 旭川プログラミングコンテスト，旭川市科学館「サイパル」

3．1 競技の概要

2016.11.6

第6回U-16 旭川プログラミングコンテスト，旭川市科学館「サイパル」

競技部門では，競技者は横 17×縦 15の格子空間の中を周

2017.11.5

第7回U-16 旭川プログラミングコンテスト，旭川市科学館「サイパル」

囲の情報のみを元に前後左右に動くプログラムを作成する．

図 1 事前講習会の様子（旭川市科学館サイパル）

格子空間には，
「壁」
，
「アイテム」と「対戦相手」が存在す
るが，競技プログラムは，自身の周辺情報のみを利用して

2. U16 旭川プログラミングコンテストの概要
旭川プロコンは，「U １６旭川プログラミングコンテスト
実行委員会」が主催し，旭川市科学館、全国情報技術教育
研究会、埼玉県工業教育研究会，旭川工業高等専門学校 パ
ソコン部、北海道旭川工業高等学校 情報処理部 ，上川教
育マイコン研究会が協力，旭川市教育委員会、一般社団法
人 旭川産業創造プラザ、旭川 ICT 協議会、北海道情報大学
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移動方向を決定する．勝敗は，
「アイテム」の取得数を争う
が，自身が「壁」に衝突するとその時点で負けとなる．ま
た，対戦相手に「壁」を置くことでも勝ちとなる．競技者
は，使用できる幾つかのコマンドにより周辺情報を取得し，
その情報を用いて移動方向を決めるプログラムを作成し，
対戦により勝敗が決まる．予め格子空間に置かれる「壁」
と「アイテム」は競技時点で分かるので，様々な状況を考

－ －

えたプログラムを作らなければ成らない．また，コマンド

の部分は既に通った場所を示し，黒の部分は未だ通ってい

の使い方が間違っていた場合は，対戦が停止し負けとなる

ない未知の部分を示している．

ので，より多くの状況を考えたプログラムを作る際には，
慎重を期すことが求められる．
3．2 競技システムの構成
図 2 に競技システムの構成を示す．システムは，
「競技サ
ーバ」と 2つの「競技者プログラム」から構成される．
「競
技プログラム」と「競技サーバ」は TCP/IP通信により接続
される．「競技サーバ」は，「競技プログラム」より送信さ
れるコマンドを解釈し，競技者の移動と周辺情報の返信を
行う．また，2 つの「競技プログラム」からのコマンドを交
互に処理を行う．
図 3 競技の様子
4. まとめ

図 2 競技システムのソフトウエア構成

この取組みの成果をまとめると以下のようになる．
1） 中学情報処理関連部活動の１つの発表の場となった

3．3 当初の競技用システムの問題

2） 地域小中学校の情報教育担当教員との連携

「旭川プロコン」の実施に当たって最初に採用した競技

3） プログラミングの入門に対する目安

システムは，工業高校のプログラミングコンテストで当時

4） 全国への広がり

用いられたものであった．これは，埼玉県工業教育研究会
により開発された JAVA で作られたものである．競技プログ
ラムもまた JAVA を用いて開発する．このシステムにおいて
最も問題になったのは，中学校に導入されている PC の性能
がそれほど高いものではないということで，JAVA の導入，
開発環境である Eqlipseのインストール及び使用方法が中学
生には難解ということであった．第 3 回では，企業の支援
を受け Linux をサーバーとし，RaspberrrPiや BeagleBoneな
どの安価なコンピュータを用いることを前提に C 言語によ
り競技プログラムの開発環境を準備するなどの取組みも行
った．TCP/IP 通信でサーバに接続するので，言語等の縛り
はないはずであったが，コマンドの送受信において余分な
コードが送られたり，正しいはずのコードであってもサー
バ側で認識されないなどの問題が多発した．

1)は，これまで中学校の情報処理関連の部活動の成果発表
の場が他の運動系の部活動に比べて十分ではなかったこと
があり，中学校の指導教員からは，部活動の目標の一つと
なっており毎年開催して欲しいという要望もある．
2)は，当初，中学生の自由参加を見込んでいたが，中学校
の部活動単位での参加が主体となった．それに伴い開催の
連絡や実施に対して，中学の教員との意見交換を行い，安
定した参加人数の確保に至り，毎年参加人数が増加してい
る．当初の大会では参加者数は十数名であったが，昨年の
第 6 回大会では 49名の参加者で，
来場者は 150名となった．
3)は，プログラミングの入門という取組みの中で，一般的
には“スクラッチ方式”が用いられ，プログラミングの要
素をアイコンなどの部品として，それを組立てるものが多
いが，旭川プロコンでは，敢えて，基本のライブラリを提

3．4 競技用システムの改良
これらの経験から，競技プログラムの開発／実行環境を
出来るだけ軽量にすること，競技サーバプログラムの開発
である．
第 4回から競技プログラムの開発／実行環境を HSP
言語である．Windowsのみでの開発となるが，USB で簡単
に持ち運べること，動作が軽いこと，プログラムの記述か
ら実行が簡単なことが採用理由である．第 3 回までの「事
前講習会」では，Eqlipse／JAVA の導入に多くの時間を取ら
れ，プログラミングの講習に十分な時間を取ることが出来
なかった．HSP 言語に変更した第 4 回からは，
「事前講習会」
において参加者が互いに作ったプログラムを戦わせる時間
も取ることが出来るようになった．

供し，プログラミング言語をそのまま用いてプログラムを
作成する方式を取った．JAVA 言語，C 言語，HSP 言 語 と
開発環境の問題から変化はしているが，プログラミング未
経験の中学 1 年生でも，競技に参加し優秀な成績を収める
こともあり，これは情報処理の導入教育にプログラミング
言語を直接用いる可能性を示しているといえる．
4)は，多くの関係者の協力の下，帯広，釧路でも開催され
るようになり，2013年より全道大会が開かれることになっ
たこと．小中学生を対象としたプロコンも本旭川プロコン
が示した可能性を，高専プロコンと同会場での開催や，大
会を視察に来ていた ICT 教育に関わる組織の方などを通じ

て，全国に広まったためである．
第 5 回大会からは，旭川高専の「パソコン部」が改めて，
参考文献
競技サーバプログラムを開発したことにより，競技サーバ ［１］U16 旭川プログラミングコンテスト公式 Web，
の改良も行えるようになった．図 3 は，競技中の競技サー
http://www.procon-asahikawa.org/
バの表示画面である．
“ H”と “ C”が競技者の現在位置を示
し，“ダイヤ”のアイコンは得点となるアイテムである．白

－ －
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初中等教育におけるプログラミング教育と一地方での実践
数理造形からの視点
Programming study in elementary and lower secondary education
● 小川

博 / 東海大学

OGAWA Hiroshi / Tokai University
● Keywords：programming, algorithm, education
１. 背景と目的
「日本再興戦略 2016 ―第 4 次産業革命に向けて―」によ
れば、プログラミング教育は、小学校で 2020 年度から、中
学校で 2021 年度から、高等学校で 2022 年度から、それぞ
れ始まる *1。この進展（プログラミング教育内容）と現状お
よび関連する地方での活動を含め課題等を検討していく。
２. プログラミング教育に向けた経緯
日本再興戦略 2016 で掲げる第 4 次産業革命とは、「IoT
（Internet of Things）、ビッグデータ、人工知能、ロボット・
センサーの技術的ブレークスルーを活用する」ようになる時
代であり、その実現によって、技術、ビジネスモデル、働き
手に求められるスキルや働き方に至るまで、経済産業社会シ
ステム全体が大きく変革されると予想している。
３. 段階別学習（小学校、中学校、高校）
小学校ではプログラミング思考を育み、中高では実際のプ
ログラミングを文部科学省が昨年 6 月に発表した資料「小学
校段階におけるプログラミング教育の在り方について（議論
の取りまとめ）」をみると、プログラミング教育が具体的にど
のようなことを目指されているのかわかる。
小学校でプログラミング教育は、「コンピューターに意図し
た処理を行うよう指示することができるということを体験さ
せながら、時代を超えて普遍
的に求められる力としての
「プログラミング的思考」な
ど を 育 む こ と で あ り、コ ー
ディングを覚えることが目的
ではない」と定義されていま
す。その上で、
・身 近 な 生 活 で コ ン ピ ュ ー
ターが活用されていると知
ること
・問題の解決には必要な手順
があることに気付くこと
・コンピューターの働きを自
分の生活に生かそうとする
態度を身に付けること
などを具体的な指標にしてい

ために様々な電気製品にはプログラムが活用され条件に応じ
て動作していることに気付く学習などが検討されている *2。
中学校では、「社会におけるコンピューターの役割や影響を
理解するとともに、簡単なプログラムを作成できるようにす
ること」、具体的に中学校では技術・家庭科において実施し、
情報科においてプログラミング教育が実施される予定です。
中学校技術・家庭科技術分野の「情報に関する技術」では、
コンテンツに関するプログラミングを指導内容に盛り込んで
プログラミングに関する内容が倍増している。
設備面に焦点を当てると、文部科学省は 2013 年の第 2 期
教育振興基本計画で、教育用の PC を児童 3.6 人に１台の割合
で配備することを目指し、2014 年度から年 1600 億円以上を
地方交付税に盛り込み自治体を支援してきましたが、2016 年
3 月末時点では、6.2 人に１台にとどまっています。
また、プログラミング教育を必修化するためには、デバイス
や無線 LAN など、環境整備が必須で、現状ではまだ全ての子
どもが同レベルの環境でプログラミングを学べる環境にはな
い（図 1）*3。
高校では「コンピューターの働きを科学的に理解するとと
もに、実際の問題解決にコンピューターを活用できるように
すること」と目標が設定されている。さらに情報科に共通必
履修科目を新設し、全ての高校生がプログラミングを問題解
決に活用することを学べるようにする *4。

ます。
例えば、理科の授業では、電
気の性質や働きを学ぶ際、エ
ネルギーを効果的に利用する 図 1. 学校における ICT 環境
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４. 諸外国の調査
教育の情報化に関して先進的な国々の状況について「諸外
国におけるプログラミング教育に関する調査研究」が報告さ
れている *4。この報告概要を以下に記す。この調査対象は
“プログラミング教育に関して先進的な取組を行なっている”、
“国際的な学習到達度において評価が上位になっている” とい
う二つの観点から、英国、エストニアなど 23 の国や地域と
している。調査方法は、関係機関や Web サイトから収集した
資料による文献調査を中心とし、一部現地訪問調査によるデー
タなども加えられている。
調査結果は、ナショナルカリキュラムのもとプログラミン
グ教育を普通教科として単独で実施している国はなく、情報
教育やコンピュータサイエンスに関わる教科の中で実施され
ているとしている（表 1）。
プログラミング教育で注目されているエストニアは、2012
年に実験校プロジェクト（小学校から高等学校におけるプロ
グラミング教育）を実施し、当初は選択科目とすることを目
標としていたが、現在では学校裁量という形で実施している。
表 1. プログラミング教育の必修選択別
初等教育段階（日本の小学校に相当）
英国、ハンガリー、ロシアが必修科目として実施。
前期中等教育段階（日本の中学校に相当）
英国、ハンガリーロシア、香港が必修科目として実施。
韓国、シンガポールが選択科目として実施。
後期中等教育段階（日本の高等学校に相当）
ロシア、上海、イスラエルが必須科目として実施。
英国、フランス、イタリア、スウェーデンハンガリー、カナダ（オ
ンタリオ州）、アルゼンチン、韓国、シンガポール、香港、台湾、
インド、南アフリカが選択科目として実施。

プログラミング教育を実施する国々の主な理由は、情報社
会の中で 21 世紀型スキル（論理的思考能力の育成と情報技
術の活用に関する知識や技術）の習得である。また、状況と
して多くの国で、初等教育段階ではロボット等の実態物を動
かすなどの体験的に理論的な思考力や情報技術に関する理解
を深める内容となっている。さらに、プログラミング教育は
単一の教科ではなく、その体系化や指導者不足などが課題と
されている *5。
５. 地域連携
我々はこれまで 16 歳以下の主に中学生を対象に、情報技
術に興味を深めてもらい将来の ICT エンジニアの養成につな
げることを目的とし、2011 年より「U-16 旭川プログラムコ
ンテスト」*6 （以下、旭川プロコン）を実施してきた。旭川
プロコンは「U-16 旭川プログラムコンテスト 実行委員会」
が主催し、旭川市科学館、全国情報技術教育研究会、埼玉県
工業教育委員会、旭川工業高等専門学校パソコン部、北海道
旭川工業高等学校情報処理部、上川教育マイコン研究会、旭
川市教育委員会、旭川 ICT 協議会、旭川市内及び国内の ICT
企業が協賛・後援している。
旭川プロコンの特長としては参加者を対象に事前講習会と
個別に出前授業を実施してきた。前講習会と出前授業は旭川
工業高等専門学校パソコン部および北海道旭川工業高等学校
情報処理部の学生が主体となり対応している。競技は横 17×
縦 15 の格子空間内を周囲の情報を得ながら前後左右に動く
プログラムを作成し対戦形式で行なう。ただし格子空間には
「壁」、「アイテム」と「対戦相手」が存在する。競技プログラ

ムは自身の周辺情報のみを利用して移動方向を決定し、勝敗
は「アイテム」の取得数での高得点か戦相手に衝突すること
で勝利し、自作プログラムのエラーもしくは「壁」に衝突し
て敗者となる。なお「壁」を置く事もできる。
競技者は事前講習会と出前授業により上記の動きに関する
コマンドをテキストで記述するプログラミングを習得し、コ
ンテストまでに自前のプログラムを作成する流れとなる。開
発環境は以前は JAVA であったが各中学生の環境を考慮し、
現在は HSP 言語を使用している。尚、対戦用のサーバーは
Linux とし C 言語による競技プログラム環境とした。また、
TCP/IP 通信でサーバーに接続される。
この取組の成果を以下にまとめる。
1) 中学校の情報処理関連部会の成果発表会の場となった
2) 地域小中学校の情報教育担当教員との連携が図れた
3) 地域小中学校の情報教育担当教員と IT 企業従事者との接点
ができた
4) 入門としてのプログラミング教育の現状把握となった
他の事例として墨田区隅田小学校では、株式会社セールス
フォース・ドットコムと NPO 法人 CANVAS が実施する STEM
（Science・Technology・Engineering・Mathematics）教 育 プ
ロジェクトを通して、プログラミング学習を行っている。
６. まとめ
小学校、中学校においてはプログラミング思考を育み活用
を目指す育成としているが、PC およびネットワーク環境の整
備率が低く指導者の人材不足が著しい。文部科学省の指針と
しては教員のサポート体制として、教育の情報化の統括責任
者である教育 CIO（Chief Information Oﬃcer） 及び学校の管
理職としての学校 CIO を配置すること、外部の専門的スタッ
フ（ICT 支援員）を配置したり、地域の実情に応じて広域的
なヘルプデスクを設置することが重要としている。これは IT
企業との連携による人材確保が妥当とも考えられる。
現状ではプログラミングの入門という取組の中で、一般的
に” スクラッチ方式” が試行される事例が多く報告されている。
しかしプログラミング言語教育の可能性を旭川プロコンで優
秀なプログラムを目にしたことからも、学習環境を整備する
こでより質の高い人材育成が考えられる。
高校での情報科学の理解度を考えるとき、今後の新学習指
導要領のプログラミング教育については人材不足および環境
整備面で十分に配慮して、人材に合う教育環境ではなく教育
を受ける立場での視点で進めることを願いたい。
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