
和歌山大学教育学部教育実践研究指導センター紀要Ｎｏ６１９９６
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教員養成において，情報教育の実践的力量を形成することはますます重要になってきて

いる。本学部では，平成8年度入学生より，１年次に基礎教育科目「コンピュータ入門」

（必修）を開講し，基本的なコンピュータリテラシーの育成することになった。そこで，

新入生のコンピュータ利用経験について調査を行い，実態を明らかにすることにした。そ

の結果，ほとんどの学生はコンピュータの利用経験がないことがわかった。

キーワード：情報教育，教員養成，コンピュータリテラシー

１．はじめに

教員養成において，情報教育の実践的力量を形成することはますます重要になってきて

いる。本学部では，平成８年度入学生より，１年次に基礎教育科目「コンピュータ入門」

（必修）を開講し，基本的なコンピュータリテラシーの育成を行うことになった。その背

景には，コンピュータを教育に生かす力量がこれからの教師に求められていることもある

が，各専攻のコンピュータを利用する専門科目の中で，コンピュータリテラシー教育をせ

ざるを得なかったということも大きな要因である。筆者の場合で言えば，教育の方法と技

術に関する教職科目が内容的には，コンピュータ入門になってしまっていたのである。

コンピュータリテラシー教育のカリキュラムに関しては，既に様々な報告がなされてい

る（例えば，寺脇ら1991,磯本ら1995)。そして，そこでは学部の目的，対象となる学生

の実態や専門科目との関連，あるいは既存の情報環境や指導スタッフ等にも影響されなが

ら，授業内容や方法が決められている。また，情報技術が急速に進展している現状では，

カリキュラムの見直しを短いスパンで行う必要も生じている。

筆者は，計９クラスの開講科目のうち，小学校教員養成課程の文・理系学生を対象とし

た２クラスの授業を担当している。本稿では，平成８年度入学生全員を対象として実施し

たコンピュータ利用経験に関する調査結果と，それを踏まえたカリキュラムの構想につい

て述べることにする。

まず，新入生のコンピュータ利用経験について調査を行い，実態を明らかにすることに

した。これは，今後も数年間継続して行う予定であるが，小中高のカリキュラム体系が整

備されるに従って，大学レベルでのコンピュータリテラシーの内容に変化が生じると考え
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られるからである。既に，これに関連した大学生のコンピュータに関する意識調査も数多

く行われており，これらとの比較も交えて実態を明らかにし，カリキュラムの内容を検討

することにする。

一方，既存の情報環境や一般的に必要とされる情報技術やといった視点からもカリキュ

ラムの構想を行う。大学においてもコンピュータのリプレースはそうそう行えるものでは

なく，常に最新の情報環境が提供できるわけではない。しかしながら，現状で可能な限り〉

最新のテクノロジーを体験させることは重要であると考える。

本年度の実践は，ある意味では実験的な取り組みであり，授業後に学生がどれだけ自分

の学習にコンピュータを利用するか，従来専門科目の中でもコンピュータリテラシー教育

をせざるを得なかったという状況にどれだけ変化をもたらすか，といった視点からの評価

を行う必要があるだろう。また，教員養成という立場にたてば，単にコンピュータが利用

できるということだけではなく，授業実践における活用，学校の情報環境の構築といった

より専門的な力量を形成するためのカリキュラム編成についても検討する必要がある。こ

うした内容に関しては，継続して研究を進めていく中で考えていくことにする。

２．調査用紙の作成

寺脇ら（1991）の情報処理事前調査用紙，山岸ら（1995）の「コンピュータに関する受

講者のアンケート調査用紙」，山本（1995）の「コンピュータの教育利用に関する学生の

意識やイメージ」事前調査をもとに以下の各項目について調査を行った。

(1)家庭でのコンピュータ普及状況

家庭へのコンピュータの普及がどの程度進み，それによってどの程度の利用が行われ

ているのかを明かにする。比較対象として，ゲーム用コンピュータ，ワープロ専用機に

ついても調べることにした。

(2)学校教育でのコンピュータ利用経験（教科）

小学校，中学校，高等学校のそれぞれにおいて，どの程度コンピュータを利用してい

るのか，どの教科での利用が多いのかについて明かにする。

(3)学校教育でのコンピュータ利用経験（アプリケーション）

さらに各学校や個人利用においてどのようなアプリケーションが使われ，どのような

用途に利用されているのかについて明かにする。

(4)コンピュータの操作技能について

キーボード操作やマウスでのお絵描き，ファイルの操作等の基本的な操作技能につい

てどの程度経験があるのかについて明かにする。

(5)コンピュータに関連する知識について

コンピュータに関連する用語について，どの程度知っているかを調べる。特に授業内

容に関連する項目を含めた。

(6)コンピュータの利用についての興味・関心

どのような種類のアプリケーションについて習得したいか，どのようなコンピュータ

の活用に興味があるかについて，想定した授業内容を中心に調べる。
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(7)コンピュータに対する不安について

山岸（1995）らの調査によると50％近くの学生|こがコンピュータに触れることに不安

を感じているという結果が出ているため，この項目を設定した。また，その不安がどん

な理由によるものかに関しても，指導法との関連で調べることにした。

(8)小学校や中学校の授業でコンピュータを利用することのイメージ

従来から本学部の学生は，教育でのコンピュータ利用に関して，かなりの抵抗感をもっ

ていることが推測された。また，山本（1995）の結果からもその傾向が伺える。そこで，

これまでのコンピュータ利用経験との関係からどのようなイメージを形成しているのか

を明かにすることにした。

(9)授業への要望

「コンピュータ入門」の授業に対しての要望を自由記述で書かせ，どんな授業を希望

しているのかを明かにすることを意図した。

Ｓ・調査結果

調査は，1996年４月８日の入学生のオリエンテーション時に全員を対象に実施した。回

答数は，243人（男98名，女145名，教員養成課程156名，新課程87名）であった。

以下，質問項目と結果である。

1．機器の所持状況について該当する項目に○印をつけてください。

（１）ゲーム用コンピュータ

自己所有２２６％家族所有３０９％なし45.5％

（２）ワープロ専用機

自己所有8.0％家族所有47.3％なし44.3％

（３）コンピュータ

自己所有1.7％家族所有18.6％なし79.7％

（コンピュータの機種名NEC98シリーズ２４人，Macintosh３人，その他２人）

2．学校教育でのコンピュータ利用経験の有無について（教科は複数回答も可）

（１）小学校時代ある３．０％ない97.0％

教科：算数２人，国語，放送部，自習各１人

（２）中学校時代ある32.4％ない67.6％

教科：技術４７人，数学１０人，英語５人，美術４人，社会３人，

学活２人，コンピュータ，国語，自習，理科各１人

（３）高等学校時代ある9.8％ない90.2％

教科：数学５人，物理３人，地学，地理，音楽各２人，

ＨＲ，化学，休み時間，古典，情報化学，情報処理，英語各１人
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3．コンピュータ利用の経験について，該当するものすべてに○印をつけてください。

（１）ワープロ

小学校で１２％中学校で8.2％高等学校で3.2％個人で50.6％ない41.6％

（２）表計算

小学校で0.4％中学校で2.8％高等学校で0.1％個人で4.1％ない92.1％

（３）データベース

小学校で0.0％中学校で0.4％高等学校で0.4％］個人で1.6％ない97.9％

（４）コンピュータグラフィックス

小学校で0.4％中学校で5.3％高等学校で2.0％個人で0.4％ない92.1％

（５）プログラム作成

小学校で１２％中学校で2.0％高等学校で0.4％個人で０８％ない95.6％

（６）ゲーム

小学校で10.3％中学校で11.5％高等学校で３７％個人で49.0％ない32.4％

（７）コンピュータを利用した教科学習（ドリル，コースウェア等の教材ソフトの利用）

小学校で２．１％中学校で17.3％高等学校で3.7％個人で3.7％ない76.0％

（８）マルチメディアオーサリング

小学校で0.0％中学校で0.0％高等学校で0.0％個人で0.0％ない100.0％

（９）パソコン通信

」小学校で０．０％中学校で0.0％高等学校で0.1％個人で0.0％ない99.9％

00インターネット

小学校で0.0％中学校で0.0％高等学校で0.1％個人で0.1％ない99.8％

４．コンピュータの操作技能について，該当する項目に○印をつけてください。

（１）キーボード操作（日本語入力）

できる16.5％なんとかできる36.6％できない46.9％

（２）ファイルの操作（保存，コピー，移動等）

できる5.3％なんとかできる16.5％できない78.2％

（３）ワープロでの文書作成

できる15.3％なんとかできる３５．１％できない49.6％

（４）マウスでのお絵描き

できる9.5％なんとかできる25.9％できない64.6％

（５）プログラムの作成

できる０．０％なんとかできる1.2％できない98.8％

５．以下の語句についてどの程度知っているか，該当するものに○印をつけてください。

（１）マウス

説明できる35.0％聞いたことがある55.1％知らない9.9％

（２）ハードディスク

説明できる７．０％聞いたことがある５１０％知らない４２．０％
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(3)ＲＡＭ

説明できる２９％聞いたことがある15.6％知らない81.5％

(4)オペレーティングシステム

説明できる2.1％聞いたことがある１４．０％知らない83.9％

(5)電子メール

説明できる6.2％聞いたことがある60.3％知らない33.5％

(6)ＬＡＮ

説明できる0.4％聞いたことがある8.3％知らない91.3％

(7)テキストファイル

説明できる0.4％聞いたことがある16.1％知らない83.5％

(8)ＣＡＩ

説明できる0.8％聞いたことがある8.6％知らない90.5％

(9)マルチメディア

説明できる5.8％聞いたことがある77.4％知らない16.9％

ｑｏｗｗｗ

説明できる0.0％聞いたことがある7.8％知らない92.2％

６コンピュータの利用について，興味のあるもの，習得したいものに○印をつけてくだ

さい。もし，内容が不明であれば？を記入してください。（複数回答可）

（75.7％）ワープロでの文書作成不明０．０％

（55.6％）表計算ソフトの活用不明18.9％

（26.3％）文献検索等データベースの活用不明23.0％

（58.4％）コンピュータグラフィックス不明6.6％

（50.2％）プログラムの作成不明7.8％

（14.8％）マルチメディアオーサリング不明31.7％

（39.5％）電子メール等でのコミュニケーション不明8.2％

（16.0％）ネットサーフィン不明30.9％

（24.7％）ホームページの作成不明15.6％

（6人）その他（）

7．コンピュータに対する不安について，以下の質問に答えてください。

（１）コンピュータを操作することに不安がありますか。

不安がない5.5％

あまり不安がない 25.6％

少し不安がある46.6％

不安がある22.3％

（２）上の質問で，「少し不安がある」「不安がある」と答えた人にお聞きします。その理

由として該当するものに（複数解答可）○印をつけてください。

（56.4％）どのように操作したらよいか分からないから

（37.4％）マニュアルを見ても専門用語ばかりで理解できないことが多いから
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(15.6％）わからなくなった時に，教えてもらえる人がいないから

(8.6％）コンピュータが動かなくなったら困るから

（6.6％）コンピュータが壊れるといやだから

8．小学校や中学校の授業にコンピュータを利用することについて，どのようなイメージ

をもっていますか。該当する答えに○印をつけてください。

（１）コンピュータを使う授業は，個別学習が中心になるので，児童・生徒同士のコミュ

ニケーションが少なくなる。

はい18.4％どちらともいえない54.4％いいえ27.2％

（２）コンピュータを使う授業では，教師に代わってコンピュータが教えてくれるので，

教師の仕事は楽になる。

はい10.9％どちらともいえない4385％いいえ45.6％

（３）算数（数学）や理科の授業では，ほとんど毎時問，コンピュータを使った授業をし

ている。

はい2.9％どちらともいえない２１．０％いいえ76.1％

（４）これからの時代では，教師はコンピュータを使って授業をしないと時代に取り残さ

れる。

はい23.8％どちらともいえない52.3％いいえ23.8％

（５）コンピュータは機械に過ぎないので，人間と人間との触れ合いが基本である教育に

は不向きである。

はい１２２％どちらともいえない66.4％いいえ21.4％

（６）小学校や中学校の授業にコンピュータを利用することについて，意見があれば自由

に書いてください。

省略

9．授業への要望

省略

４．調査結果の検討

本論文では，入学生の全体的な傾向を述べるにとどめ，課程やコース間の比較は別稿に

て行うことにする。

(1)家庭でのコンピュータ普及状況

寺脇ら（1991）の1990年入学生の結果と比較すると，ゲーム用コンピュータ（32.2％

→53.5％)，ワープロ専用機（36.6％→55.3％）の家庭への普及率は20％程度高くなっ

ているもののコンピュータ（21.0％→20.3％）に関しては，ほとんど変化がみられなかっ

た。山岸ら（1995）との比較でもワープロ専用機（41.9％→55.3％）に関しては10％程

度高く，コンピュータ（17.2％→20.3％）に関しては，同程度であった。コンピュータ

の家庭への普及は，今後急速に高まっていくであろうが，今のところ急激な伸びは見ら

れなかった。
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(2)学校教育でのコンピュータ利用経験（教科）

山本（1995）が1994年に調査した時点では，小学校，中学校ともに利用経験がまった

くないという結果が出ている。それから2年しか経過していないとはいえ，小学校では3.

0％と低く，高等学校の9.8％はコンピュータの普及率から考えて，非常に少ないと考え

られる。また，中学校の32.4％は新指導要領施行以前であることを考えれば，妥当な数

字であろう。教科はばらつきがあるが，中学校の技術・家庭科が最も多く，数学，理科

（物理，地学)，英語等での利用経験が多かった。

(3)学校教育でのコンピュータ利用経験（アプリケーション）

家庭でのコンピュータ所有率も，学校での利用経験も低いため全体的にほとんど使わ

れていないと言える。個人の利用ではワープロ，ゲームの約50％が目立ち，中学校では，

CAI的な利用，ワープロ，ゲーム，コンピュータグラフィックスが中心であることがわ

かる。マルチメディア，パソコン通信，インターネットに関しての経験は，まったくな

いに等しい状況であるｄ寺脇ら（1991）は，コンピュータ利用に関するレディネスは学

校教育のようなフォーマルな場でよりも，インフォーマルな場で大きく進行していると

指摘しているが，本調査ではワープロ，ゲームの利用経験以外ではそうした傾向は認め

られなかった。

(4)コンピュータの操作技能について

キーボード操作とワープロでの文書作成の二項目で約半数の学生が「できる」，「な

んとかできる」と回答しているものの，他の項目に関してはほとんどができないと答え

ている。質問の形式が異なるので単純な比較はできないが，これも寺脇ら（1991）の結

果と比較してみると，1990年入学生でキーボードに触ったことのない者が17.3％，「キー

を探すだけで大変である」と答えたものが55.1％であり，本調査でキーボードの操作が

「できない」と答えたものが46.9％というのは，ワープロ使用の増加によってキーボー

ドの操作がある程度できる者の割合は増加していると考えられる。

(5)コンピュータに関連する知識について

コンピュータに関連する用語についても，知らない項目がほとんであり，「説明でき

る」という回答が最も多かったマウスでも，３５％であった。この他，ハードディスク，

電子メール，マルチメディア以外の項目では，８０％以上の学生が知らないと回答してお

り，予想以上にコンピュータ関連の用語にはなじみがないことが確認された。通常，授

業等で何気なく使っている言葉がおそらくほとんどわからない学生たちなのである．

(6)コンピュータの利用についての興味・関心

半数以上の学生が習得したいと答えた項目は，ワープロ，コンピュータグラフィック

ス，表計算ププログラムの作成であった。山岸（1995）らの調査結果でも，「自分で作っ

たプログラムを動かしたい」（23.6％）はゲームやワープロと同様に高く，コンピュー

タ利用のイメージとして，プログラミングはまだまだ根強いと思われる。一方，マルチ

メディアオーサリングやネットサーフィンは約30％の者が内容を理解できなかったため

か低い割合となった。

(7)コンピュータに対する不安について

山岸（1995）らの調査結果（50％）よりも，「不安がある」「少し不安がある」と答え

た者が多く（68.9％)，多くの学生がコンピュータに触れることに不安を感じていると

－２７－
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いうことがわかった。不安の理由は，「どのように操作したらよいか分からない」とい

うものが56.4％と最も多く，「マニュアルを見ても専門用語ばかりで理解できないこと

が多い」（37.4％）が次に多かった。

(8)小学校や中学校の授業でコンピュータを利用することのイメージ

山本（1995）によれば，学生の多くは「コンピュータは機会に過ぎないので，人間と

人間とのふれあいが基本である教育には不向きだ」といった皮相的な考えに基づいた判

断をしているとのことであるが，今回の調査ではそうした傾向は顕著には見られず，む

しろ，どちらともいえないという判断に迷うケースの方が多かったと言える。

(9)授業への要望

この項目への記入は非常に少なかった。なかでも，多かったのものは「基礎から丁寧

に教えて欲しい」「わかりやすく説明して欲しい」等であり，コンピュータについてほ

とんど触ったことのない学生の授業への不安を反映しているものと思われる。一方で，

「この授業を機会にコンピュータを積極的に活用したい」「授業以外でもコンピュータ

を利用したい」等の記述も見られた。

５．授業の構想と実際

事前の予想でもコンピュータの利用経験はそれほど多くなく，特にインターネットやマ

ルチメディアに関連した内容に関しては言葉としては知っていても，実際の経験は非常に

少ないと考えた。一方，これらは今後コンピュータを利用する上でますます重要になると

考えられるため，いわゆるアプリケーションの利用を中心とした内容よりもインターネッ

トやマルチメディアを中心としたカリキュラムを計画した。なお，実態調査実施前に「コ

ンピュータ入門」の授業のシラバスを提出する必要があったため，下記のような内容のも

のを作成した。

jMl故・･撒化lllllHK111Hl

授業Ⅲ了lIU火UmLl5・DII限

－２８－

科１１名 対象学 １１１１譜lI111Il1 111位数 jl1当教宮

． ンピ ユ
￣ 夕入門Ａ

科ロコード

教育学部

1学年
iii期 ２

野中陽一

授業IMillIl 火蝿L15.6111｢限

【授業のねらい.概要】
大学における学習に必要不可欠なコンピューターやネットワークの基本的な利Nlの仕方に関して学ぶことを目的とする。な

お、本授業においてはApple社のMacintoshを利川するので、WindowsやUnix等の利）11について学びたい場合には、他の授業
を選択すること。

コンピューターの読み開きに机当する能力をＭｆＯ８なものにし、そして楽しいものにできるほど．充分に深くコンピューターと
接することによって、生活の一部にすること、すなわち『パーソナル』にコンピューターを利川できるようになることを１１棟
としたい。そのための錐本的なアプローチとして、教えられたことを習{Vするといった受け身の授業ではなく、王体的にコン
ピューターにかかわり、試行錨瓢を行い、受撫掛机ILに教え合いながら学んでいく、探求活動を`１０心とした授業を股llllしてい
<YbIAiZである。

【授業lf画】

１
２
３
４
５
６
７
８
９

オリエンテーション（授業の進め力、IiY報風塊について、利jllの仕方）
小学生になってお絵描きソフトで遊んでみよう！（コンピュータグラフィクス）
､!｢･紙芝屈を作ってみよう！（マルチメディア）
１１１１性あふれる自己紹介カードを作成しよう！（DTP）
ネットサーフィンを楽しもう（インターネット）

ネットワークでコミュニケーションを楽しもう！（テレビ会議・稲子メール・ニュース）
ホームページ作成に挑戦！（HTML）
図闇餓の蔵閣検索なんてllnlld！（データベース）

我３１算ソフトデータを処理してみよう！

(注：願序は未定、内容も進行状況や人数によって変更することがある｡）
【成綱岼価の方法】

各授業のDIIでの採迩への取りM1みをＩｌ１心に評Iiuiする。授業を欠席した場合には、次の崎lHlIまでにIliI回の課題をこなしておく
こと。授業のNi後に、ｒＩ己iiｻﾞImiを災施しその締jMに微liIiのilVlIHを力Ⅱえて最終的なifIHiとする。

【敬科■・参考■】

リードクラフト（脳）「こ}Lから１１kラマツキントッシュ」（綱鱗社）プルーバックス
Omi橘三雄（淵）パソコン・ソフト人|M１（i01iM(ilIﾊﾘj）Ｍ１波別,Ｍ

【履修上の注竃・メッセージ】

課題をこなしていくためには、授業`I'の主体的な学習と授菜UlilII1以外の121習が不iiJ久である。
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なお，実際の授業開始時には下記のような補足案内を行った。

《受講にあたって》

1．この授業の受講者は，小学校文系101-145番の人です。

2．授業では，Apple社のMacintoshというコンピュータを27台利用します。４５人に対し

て27台ですから，利用の仕方を工夫する必要があります。

3．コンピュータを使えるようになるためには，教えてもらうだけでなく，自分でマニュ

アルを調べたり，積極的に試行錯誤することが必要です。とは言うものの，操作に関し

ては知っている人に聞くのが一番早い方法ですから，教師，ティーチングアシスタント

（院生の豊田君)，友人，できた人にはどんどん聞いてみましょう。

4．試行錯誤するためには，授業時間以外にコンピュータを触る時間が不可欠です（授業

で使う部屋は，平日の９：３０～１６：３０に，他の授業で利用していない場合に自由に使え

ます)。

5．授業の内容（説明，課題等）は，いつでもコンピュータから見ることができるように

しますので，授業を欠席した場合には，その内容を見て課題を行ってください。ただし，

見ることができる情報は，授業に出席した場合に得られる情報量より格段に少ないため，

相応の努力が必要となります。

6．評価は，授業ごとの課題の遂行状況によって行います。すべての課題を実施（提出）

することが条件となります。授業の最終日（７／23の予定）には，自己評価と授業評価

を行ってもらいます（必ず出席のこと)。

授業は，授業実施日ごとに課題や説明がホームページ上に公開し（図ｌ），これに沿っ

て進めた。

〆魯ＦｌＩｅＥｄＩｔＶＩｅｗＧｏ・BookmorksOptlonsD1｢ector9WIndow

蟄撚鵬Ｉ鏡
ロ、

徹
弱
鋼

コンピュータ入詫

刀■Ⅱ

図１授業内容のホームページの例（４／23分）
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また，授業時間中は，ティーチングアシスタントと共に個別指導を行い，学習状況の把握

に努めた。

なお，この授業内容や方法については現在も進行中であるため，別稿にて改めて詳細を

述ぺる。

ｅ，まとめ

実態調査の結果，全般的に，まだまだコンピュータの利用経験は少なく，特にインター

ネットやマルチメディアに関しては，ほとんど体験がないと言える。山本（1995)，寺脇

ら（1991）が指摘しているように家庭での利用経験が増加し，個人差が拡大していくのか，

学校へのコンピュータ導入や情報教育の普及により一定レベルのコンピュータ利用が定着

していくのかは，現時点では不明である。

今後継続して調査を行うことによってその変容を明らかにすると同時に，それに対応し

たカリキュラムの開発を行っていく必要があるだろう。
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