
1 はじめに

永年、コンピュータ・プログラミング言語を教えて

いる。前任校では、アセンブリ言語を10年ほど、中部

大学経営情報学部に赴任して、BASICを数年間、そ

の後、Ｃ言語を数年間教え、工学部情報工学科に配置

換えになってからも、Ｃ言語を10年余教えている。こ

の科目は、それまで全く身についてない能力（プログ

ラムを作る能力）をつけるという点が他の科目と違う。

プログラミング、すなわち、プログラムを作るとは、

いろいろな命令の中から、必要な命令を選び、それら

を組み合わせて目的の働きをするものを作ることであ

る。試行錯誤して、適切な組み合わせを見出すことが

主になる。この作業が嫌で脱落する学生もいる。いろ

いろ試行錯誤、苦労して、プログラムを作り、それが

動くと感動する。しかし、そこまで行かない学生もい

る。そこまで行くまでは多少の努力が必要である。

授業では、プログラミングができるようになる過程

を、プールで水泳ができるようになる訓練・練習にた

とえて話す。泳ぐことができるようになるためには、

とにかくバタバタ手足を動かし、何とか少しでも泳げ

るようにもがく必要がある。そのとき，水を飲んだり、

鼻から水が入ってきたり，苦痛をともなうかもしれな

い。それでも、少し耐え、続けているうちに少し泳げ

るようになる。しかし、プールの水の中に入らず、プー

ルの脇で、上手に泳ぐ人を熱心に観察しても、それだ

けでは決して泳げるようにはならない。やはり少しの

努力が必要である。水泳に限らず、初めて自転車に乗っ

て走行できるようになる場合の過程も同様であると話す。

プログラミングの能力は、試行錯誤しているうちに、

何とか身につくようになる。楽しく、試行錯誤できれ

ばよいが、少し、努力が必要かもしれない。

以下に、コンピュータ・プログラミングの教育内容、

プログラムを作るときに行う試行錯誤の過程、定期試

験の予備試験としての模擬試験、実習課題提出時に行

う質問の例、そして、私の担当のコンピュータ・プロ

グラミングの科目（コンピュータ・プログラミングあ

るいはＣ言語基礎）の不合格率を述べる。

2 教育内容

コンピュータ・プログラミングの基礎を教える。具

体的な科目名は「Ｃ言語基礎」である。座学の授業が

１コマ、実習の授業が１コマの週２回の授業である。

後続の科目として、「Ｃ言語応用」があり、同様な授

業形態である。

この科目「Ｃ言語基礎」は、今まで、一度もプログ

ラムというものを作ったことのない学生に、簡単なプ

ログラムならば作ることができる能力を身につけても

らうことが目的である。教える内容は、必要であるも

のの中でも、特に必要なものに限定すべきであると思っ

ている。知っていた方がよいと思われるものについて

は思い切ってカットするのがよい。教科書も自作のも

のを使い、そこに書いてあることは100パーセントで

きるようにする。とにかく、教科書に書いてあること

を完全に使いこなせるようにする。市販の教科書には、

重要なこと、余り重要でないこと、ほとんど重要でな

いことが混在している。学生に、最低限必要なものだ

けを教えることも必要ではないかと思っている。

この科目は、情報工学科で身につけるべき最も大切

な科目である。情報工学科の専門科目の中には、この

プログラミング能力を前提にした科目も多くあり、プ

ログラミング能力が身についていないと、それらの専

門科目の単位は取得できないことになる。

受講生には、この科目を習得できない学生は、情報

工学科を卒業したとはみなされないし、この科目の単

位を取得できない学生は100％退学していると言って

刺激を与えることもある（過激なことを言っていると

思われるかもしれないが、この科目は必修科目である

ので、当然のことを言っているに過ぎない）。勿論、

刺激を与えるだけでなく、水泳や自転車の話をして、

勇気付けることと激励することも忘れない。

3 試行錯誤の過程

授業の実習で、与えられた課題のプログラムを作る

とき、よくできる友達に相談して、プログラム作成の

ヒントを教えてもらうのはよいが、答え、あるいは、

答えに近いものを教えてもらっていては、なかなかプ

ログラムを自分で作れるようにはならない。自分の頭

で試行錯誤して、適切なプログラムを探す手順をとら

ないとプログラムを作る能力は獲得できない。プログ

ラムはコピーが簡単であることが特徴である。実習課

題は、他人の作ったプログラムを写して提出すること

もできる。自分でプログラムを作らなければ意味がな
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い。試行錯誤して、適切なプログラムにする努力の過

程が大切で、この努力を放棄すれば、いつまでたって

もプログラムの作成能力は身につかない。

4 模擬試験

毎年度、12月の最終授業日の前の週に模擬試験を行っ

ている。そして、12月最終の週に、採点したものを返

却する。楽天的な性格の学生も多く、それらの学生は

何とか単位が取得できるものと思っている。実際の模

擬試験の成績は非常に悪い。これが定期試験ならば、

７割は不合格である。模擬試験の結果から、これでは

再履修になってしまうと危機感をもつ者も多い。それ

で、冬休みに挽回すべく勉強する学生は救われる。勿

論、何の手も打たない者もいる。単位取得をあきらめ

てしまっている学生もいる。模擬試験は、自分の実力

を評価するのに効果がある。自分でプログラムを作れ

るようになることが授業の目的であるので、授業最終

日（２月中旬）に行う定期試験には、勿論、模擬試験

とは同じ問題は出さない。

プログラムが十分に作れない学生には、冬休みに頑

張って勉強すれば、必ず、定期試験で良い点がとれ、

合格すると激励している。実際、模擬試験が０点で、

冬休みにかなり勉強して、定期試験で80点をとった学

生もいる。

模擬試験の採点には時間がかかり、苦痛であるが、

それだけの時間を使う価値はあると思っている。

5 実習課題提出時の質問例

実習課題の提出では、友達のプログラムをコピーし

て提出することが目立つ。それを防ぐには、提出時に、

自分でプログラムを作ったならば、すぐに答えられる

簡単な質問をすることが効果的である。これは大変に

疲れる仕事である。普通は、そこまではしないようで

あるが、コピーを防ぐには、これしかないと思われる。

以下に、質問の具体例を示すことにする。

【質問例１】

main()

{

intmax,k;

max=0;

while(scanf("%d",&k)!=EOF)

if(k>max)

max=k;

printf("%d\n",max);

}

上記のプログラムは、CNTLキーを押した状態でＤ

キーを押す（unix環境）まで、繰り返し入力した正

の整数のうちの最大値を求めるものである。この場合、

max=0;という文は、「最大値としてありえない数」

を最初に初期値として設定している。

学生には、このプログラムを簡単に説明し、10000

未満の正整数を入力したとき、その最小値を求めるプ

ログラムに変更したものを作れという課題を与える。

大方の学生は以下のような正しいプログラムを書く。

main()

{

intmin,k;

min=10000;

while(scanf("%d",&k)!=EOF)

if(k<min)

min=k;

printf("%d\n",min);

}

学生は、実習時に、このプログラムと結果を印刷し

て提出する。しかし、そのまま受け取ることはしない。

自分で考えて作ったならば、容易に答えることができ

る簡単な質問をして、答えられれば受け取ることにし

ている。

質問として、例えば、このプログラムで、「(a)min=0

としたら、最小値は求められるか」、あるいは、「(b)

min=10000000としたら、最小値は求められるか」、さ

らに、場合によっては、「(c)minという変数を、すべ

て、maxという変数に置き換えると、何が求められ

るか」を質問する。(c)の質問では、このように変数

名を代えると、入力した数の（最小値ではなく）、最

大値が求められると答える学生がクラス約60人のうち、

２人ほどいる。自分で考えてプログラムを作った学生

は、適切な答えを返すが、友達のプログラムをコピー

した学生は往々にして、このように間違った対応をす

る。自分で作ろうとしないと、プログラムを作る能力

は身につかないことを体得させるよい機会となってい

る。提出時に、このような質問をするので、実習の時

間は、座学の授業より、かなり疲れる。学生、個々人

のために質問をしていることを理解してもらうため、

優しい口調で質問をしている。度を過ぎると、学生か

ら嫌われる。

【質問例２】

授業中、学生に次のプログラムを説明する。

main()

{

intis,i,k,n;

scanf("%d",&n);

is=0.0;

for(i=1;i<=n;++i){

scanf("%d",&k);

is=is+k;
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}

printf("%d\n",is);

}

その後で、

main()

{

intis,i,k,n;

scanf("%d",&n);

for(i=1;i<=n;++i){

is=0.0;

scanf("%d",&k);

is=is+k;

}

printf("%d\n",is);

}

としたら、結果はどうなるかを質問する。is=0;の位

置が大切であることを認識してもらう。

【質問例３】

〔実習問題３〕次式で定義される実数の数列

f0=1.0

f1=1.0

fi・fi・1・2fi・2 ・i・2・

がある。整数nをscanf文で入力し、f2，f3，…，fnを

出力するプログラムを作れ。実行時に、nに８を入力

せよ。

[ヒント]

f2=f1+2.0*f0; c=b+2.0*a;

printf("%f\n",f2); printf("%f\n",c);

f3=f2+2.0*f1; {b←c,a←bを行う2行}

printf("%f\n",f3); c=b+2.0*a;

f4=f3+2.0*f2; printf("%f\n",c);

printf("%f\n",f4); {b←c,a←bを行う2行}

・ c=b+2.0*a;

・ ・

・ ・

解答例は次のようになる。

main()

{

doublea,b,c;

inti,n;

scanf("%d",&n);

a=1.0;

b=1.0;

for(i=1;i<=n;++i){

c=b+2.0*a;

a=b;

b=c;

printf("%f\n",c);

}

}

この場合、for文の前のa=1.0;とb=1.0;の順序を

入れ替えたらどうなるかという質問に、ごく少数であ

るが、答えが違ってくると答える学生がいる。また、

提出時に、for文の中のa=b;とb=c;の順序を変えて

も目的の答えが出るかを尋ねる。順序を変えると、目

的の答えは出ないと答えなければならない。このこと

をしっかり理解させるため、提出プログラムの余白に、

両者の場合の結果の違いを具体的に示す模式的な図を

描かせ、それらの違いを検討させる。下の左右二つの

場合について、模式図の？の部分が何になるか（□，

×，△のどれになるか）を記入してもらう。

a b c a b c

□ × △ 実行前 □ × △

a=b; b=c;

b=c; a=b;

a b c a b c

? ? ? 実行後 ? ? ?

【質問例４】

〔実習問題４〕・・2，4，6，8，10に対して、f0・1

を初期値として、

fn・1・
2f

3
n・・

3f
2
n

を、n・0，1，2，3まで繰り返し、f4を求め、出力す

るプログラムを作れ。

解答例は次のようになる。

main()

{

intix,n;

doublef;

for(ix=2;ix<=10;ix=ix+2){

f=1.0;

for(n=0;n<=3,++i)

f=(2.0*f*f*f+(double)ix)/(3.0*f*f);

printf("%e\n",f);

}

}

提出時の質問として、f=1.0;の位置を下のようにす

ると４行の出力結果はどうなるかを尋ねる。

f=1.0;

for(ix=2;ix<=10;ix=ix+2){

for(n=0;n<=3,++i)

f=(2.0*f*f*f+(double)ix)/(3.0*f*f);

printf("%e\n",f);

}

具体的には、「４行とも前と同じ結果が出るのか」

とか、「４行とも前と違う結果が出るのか」と聴く。

―29―

コンピュータ・プログラミングの教育について



自分で作った学生は、答え（最初だけ同じで残りが違

う結果となる）に到達するが、友達のプログラムをコ

ピーした学生は全く答えられない。答えられないと、

提出課題は受け取らないので、コピーは意味がないこ

とを少しは理解するようになる。受け取らなかった課

題について、その後、学生は、少し時間をかけてプロ

グラムを理解し、再度提出に来る。２度目の質問で、

十分に理解していることが分かると受け取る。

【質問例５】

〔例題7.2〕 配列k[0]，k[1]，k[2]，…，k[19]には、

無作為な非負の整数が入っているとする。このうち、

最小のものが入っている配列の番号を出力するプログ

ラムを作れ。

//最小のものが入っている配列の番号を求めるプロ

グラム

main()

{

intk[20],i,n;

for(i=0;i<=19;++i)

k[i]=rand()%100;

n=0;

for(i=1;i<=19;++i)

if(k[i]<k[n])

n=i;

printf("%d\n",n);

}

nには、最小のものが入っている配列の番号が入る。

〔例題7.3〕 配列k[0]，k[1]，k[2]，t…，k[19]には、

無作為な非負の整数が入っているとする。このうち、

最小のものとk[0]を交換するプログラムを作れ。

//交換のプログラム

main()

{

intk[20],i,n,h;

for(i=0;i<=19;++i)

k[i]=rand()%100;

n=0;

for(i=1;i<=19;++i)

if(k[i]<k[n])

n=i;

h=k[0]; k[n]とk[0]の交換は

k[0]=k[n]; k[0]=k[n];

k[n]=h; k[n]=k[0];

printf("%d\n",k[0]); ではなぜいけないか。

}

上の例題7.2と7.3を説明した後で、次の実習問題を

出す。

〔実習問題13〕配列k[0]，k[1]，k[2]，…，k[19]に

は、無作為な非負の整数が入っているとする。それを

数の若い順番に並べ替え（sorting）をしたい。下に

示した手順によるプログラムを作成せよ。

[手順]まず、k[0]からk[19]までの最小のものを見

つけ、それとk[0]を入れ替える（そのとき、{k[0]に

は、k[0]から k[19]までの最小値が入る）。次に、

k[1]から k[19]までの最小のものを見つけ、それと

k[1]を入れ替える（そのとき、k[1]には、k[1]から

k[19]までの最小値が入る）。この過程を続け、k[18]

の場所に、k[18]とk[19]の小さい方を入れて終了す

る。

解答例を示すと、

for(m=0;m<=18;++m){

n=m;

for(i=m+1;i<=19;++i)

if(k[i]<k[n])

n=i;

h=k[m];

k[m]=k[n];

k[n]=h;

}

となる。この実習問題に対して、問題に書いてある手

順を無視して、次の単純ソートのプログラムを平気で

提出してくる学生が数名いる。

for(m=0;m<=18;++m){

n=m;

for(i=m+1;i<=19;++i)

if(k[i]<k[n]){

h=k[m];

k[m]=k[n];

k[n]=h;

}

}

6 不合格率

毎年、不合格率が０％になることをめざして授業を

行っているが、残念ながら、そのようにはなっていな

い。授業は、途中で、なるべく落伍者が出ないように、

易しく行っている。理解度が悪い場合には、２回ほど、

同じ説明をする。少しでも、不合格者が減るように、

１で述べたプールでの水泳の話とか、自転車の話をし、

必ずプログラムを作ることができるようになると励ま

して授業を行っている。それでも、なかなか、やる気

を出してくれない学生も少数ではあるがいるのも事実

である。この科目は、情報工学科では最も大切な、身

に着けることが必須の科目であるので、おまけができ

ない（自動車の免許と同じように思われる）。この科

目だけは、他の科目より幾分かは厳しい基準で成績を
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評価しなければならないかもしれない。

「Ｃ言語基礎」（20010年度までの科目名変更前は、

「コンピュータ・プログラミング」）の最近の不合格率

は次のようになっている。

2009年度 26％

2010年度 30％

2011年度 24％

2012年度 20％

2009年度は、受講生72名、不合格者19名であった。

授業を50％以上欠席した学生は２名、３回以上欠席し

た学生は14名であった。

2010年度は、受講生60名、不合格者18名であった。

授業を50％以上欠席した学生は６名で、そのうち２名

は全欠席であった。

2011年度は、受講生66名、不合格者16名であった。

授業を50％以上欠席した学生は２名で、そのうち１名

は最初の授業以外を欠席した。

2012年度は、受講生64名、不合格者13名であった。

授業を50％以上欠席した学生は3名で、そのうち１名

は最初の授業以外を欠席した。この年度は、授業が８

回終了した時点で、欠席が目立つ学生の自宅に電話を

かけ、親に出席するように指導をお願いしたこと、ま

た、定期試験の問題を少し易しくしたことなどにより、

最終合格率が約８割となったと思われる。実は、試験

答案採点後の教務への成績報告では、合格率は73％で

あったが、報告後に、未採点答案が見つかり、成績を

修正した結果、合格率が80％になった。採点は慎重の

上にも慎重でなければならないと反省している。

なお、この結果は、私の担当分（Ａクラス）のみで、

Ｂクラスと再履修クラスの分は入っていない。

7 おわりに

コンピュータ・プログラミングでは、やる気のない

学生をやる気にさせることが重要である。プールでの

水泳の話の通り、まず、やる気を起こさないと何ごと

も始まらない。また、学生個人個人に実力を付けさせ

るには、学生が、自分で考えてプログラムを作るよう

にならないと効果は出ない。考える能力を身に付けさ

せるためには、実習時の課題提出のとき、無条件に受

け取るのではなく、自分で作ったならば容易に答えら

れる質問をしてやることが大切と思う。やはり、教員

がいかに手をかけるかどうかに関わってくると思われる。

最後に、私が大学２年生のとき、オリエンテーショ

ンで、ある先生が、「教育」という２文字は、本来は、

「教え育てる」という意味ではなく、「教え育つ」とい

う意味であると力説された。教員がいくら教えても、

学生本人が育とうと思わないと決して育たないという

ことである。さらに、「馬を川辺につれて行き、水を

飲ませようと思っても、馬が水を飲もうとしないと、

馬は決して水を飲まない」という話もされた。約50年

前のことであるが、これらの話は余程私にとって印象

的であったのか、今でも忘れず頭の中に残っている。

（教授 工学部 情報工学科）
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